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教えて! 夢の叶え方。

今月の表紙
煙突のある三角屋根。道内でよく
見かける規格型住宅を、外壁に道
産材を使い、道内の職人の力も借
りて改修中。ここにあるものに目
を向けて、より豊かに暮らす術を
考える。東川町にて（P4-7）。
photo: Kentauros Yasunaga

3

北1条西2丁目9 オーク札幌ビル8F

編集長： 松原 亨

井出千種

アートディレクション・デザイン： 武田昌也
印刷： 白馬堂印刷株式会社

徴空間）交流促進官民応援ネット
ワーク」のサポーター企業として
誘客促進および情報発信等の応援
をしています。

※掲載商品等の価格は、
すべて消費税込みの価格となります。
※本誌掲載の情報は2021年2月現在のものです。
営業時間や休業日等が変更になる場合もございますので、
お出かけの際は、
ご確認いただけますようお願い申し上げます。
本誌掲載の写真・記事の無断転載および複写を禁じます。

©2021 AIRDO Co.,Ltd.
AIRDOは北海道と包括連携協定を締結しています。

本誌は環境に配慮し、
植物油インキ
を使用しております。

2

特集

北海道で
暮 らす︒
朝起きて窓の外を眺め︑家を出て外の空気を深く吸い込む︒
一年
日繰り返している何げない動作が︑
私たちにどれほどの影響を与えていることだろ う︒
北海道で暮らすことのすばらしさと大切さを︑
たくさんの人に感じてもらいたい︒
photo: Kentauros Yasunaga (P4-7), Ikuya Sasaki (P8·9),
Takeshi YAMAGISHI (P12·13)
text:Tami Okano (P4-7·12·13), Chigusa Ide (P4·14·15),
Satoko Nakano (P8-11)
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北海道のほぼ中央に位置す
る上川郡東川町。
〈 mono
kraft 〉を主宰する清水徹さ
んの家は築50年の民家のリ
ノベーション。外壁は道産
材のトドマツ。木製サッシは
津別町の〈 山上木工 〉の作。

上

川郡東川町の中心部から車
で約 分︒農地に囲まれた
坪の敷地に︑小さな建物が

つ並んでいる︒三角屋根の住宅

とアトリエ︑そして平屋の家具工
房︒住人は︑家具や内装のデザイ
ンを手がける︿ monokraft
﹀
の清水
徹さん︒東京の家との往来を長く
人の子ど

続けてきたが︑この春から拠点を
ここ東川に絞り︑妻と
清水さんと東川との縁ができた

もと共に移住することになった︒
のは今から 年以上前のこと︒家
具製造を依頼していた会社が東川

それでも移住は簡単な決断では
年間︑留

なかったと言うが︑踏み切れた背
景には︑ 代の初めに
学でスウェーデンのエーランド島
に暮らした経験がある︒
﹁それまで大自然の中で暮らした
ことがなかったけれど︑四季を楽
しむ工夫がさまざまにあり︑冬の
暮らしも快適だった︒北国だから
できないことは僕にはとくになく
て︑北国だからできること︑その
楽しみのほうが大きい﹂
敷地から徒歩 分の距離にある
忠別川の存在も重要なポイントだ︒
日

回︑朝

趣味はフライフィッシング︒
﹁以前から滞在中は
と夕方に 分くらい川に行くのが

2

にあり︑仕事で定期的に通ううち︑
ここに家があったらいいなあ︑と
年前︒知人の紹

ぼんやり︑思い始めたという︒
転機は今から
介で︑築 年ほどの古屋に出合い︑
改修を前提に購入︒北海道でよく
見る三角屋根の規格型住宅で︑﹁形
がシンプルだから改修しやすいと
思った﹂と清水さん︒
地元の大工に手伝ってもらいな
がら︑当初は仕事場として︑年に
年には古屋のデ

︑ 回は滞在して改修作業に勤

しんだ︒
ザインを踏襲したアトリエ棟を新
築︒家具作りのパートナー︑遠藤
覚さんの工房も敷地内に設け︑一

1

1

日課でした︒それが日常になるな
んて︑最高です﹂
そして︑ここに住む理由として
外せないのが︑価値観の合う友人
知人が多くいること︒﹁東川には面
白い活動をしている人がたくさん
いて︑励みにもなるし︑刺激にな
ります︒この 年でリモートワー
クが進み︑以前より場所に縛られ
なくなったことも︑移住への後押
しになりました﹂と清水さん︒
歳と 歳の子どもはこれから

が育ち盛り︒いましかない家族の
時間も大自然の中︑思いきり楽し
みたいと思っている︒

清水さんが気に入っている
という1階の窓からの景色。
晴れていれば、十勝岳連峰
のオプタテシケ山が望める。
この雪原の右側、小さな林
の向こうに忠別川がある。

歩ずつ︑その歩みを楽しみながら

10
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Living in
Hokkaido
右／母屋のキッチンはこれから棚を付けて整える予定。棚は家具作りのパートナー、
遠藤さんに依頼中。中央／趣味の釣りが生活の一部になることも、東川での暮らしの
大きな魅力。左／薪ストーブのある1階のリビングにて。室内にいる時間が長い冬は、
デザインだけではなく、
小さな木工製品の制作にも挑戦してみたいと今後を語る。

40

30

3

Why Move to a New Base
科・多摩美術大学デザイン科卒業。幅広い分野の
デザイン経験を経て、2001年に木の家具作りを
行う〈 monokraft 〉設立。www.monokraft.jp

1968年東京生まれ。早稲田大学理工学部建築学
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環境を整えてきた︒

清水 徹さん
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新たな拠点を持つ理由。
Profile

3 6
0
0
4

6

1

味

坪のお宅の隅まで 度近い室温

が保たれている︒
ど︑そうではなくて︑冷やさない︒
建物から熱を逃さないことが大事
ミリだった

です﹂と宮島さん︒たとえば壁の断
熱材︒ 年前は
が︑最近は
ミリに︒屋根は

ミリくらい入るそう︒
﹁建物

の性能を上げて︑暖房器具はシン
プルに︒そして︑極力エネルギーに
依存しないようにと考えています﹂
またトドマツの床材を例にして︑
﹁実は︑木材もコンクリートも表
面の温度は同じ︒だけど体温を奪
う速度が︑材料によって異なる︒
体感温度を下げない材料を︑体に
触れるところに使うといいんです﹂︒
意 識 す る の は︑ 快 適 な 環 境 を
キープすること︒そのための素材と
して木の役割は大きいが︑宮島さ
んがこだわる理由はほかにもある︒

﹁たとえば︑郵便ポストの取っ手を
どうしようと考えたとき︑現場で
作るには木しかない︒逆に言うと
木があれば︑ちょっとした知識と
腕があったら︑どうとでも作れる
じゃないですか﹂︒大切にしたいの
は︑小さな規模であること︒使う
木も︑作る職人も︑できるだけ地
域で完結すれば︑省エネになるし︑
ルーツがわかる安心できる家にも
つながる︒だから宮島さんは︑木
の可能性を考える︒家の中を見渡
すと︑
キッチンの天板も︑
バスルー
ムの浴槽も︑木︒
﹁水回りに木は敬
遠されるけど︑濡れても乾けばい
いんです︒だけどコーティングし
ていると︑染み込んだ水が抜けな
くて傷んでしまう︒だから素地の
ままか︑オイルを塗るだけにして
います﹂︒結果︑かえって手入れ
が楽になることも︒地元の木で︑
自分たちの力で︑その先にエネル
ギーの自給自足も目標に掲げて︒
宮島さんの〝 考える 〟家づくりに
は︑これからの暮らし方のヒント
も詰まっているようだ︒

www.humu.jp

Home Building in Hokkaido

わいのある木の外壁︒家の
中も︑壁︑床︑天井まで自

然素材を使い︑省エネの観点から
も定評がある︑︿フーム空間計画工
房﹀宮島豊さんの設計︒赤井川村
に完成したばかりの家に伺った︒
取材日は︑気温マイナス 度︒換
階の隅に置いた灯油ストーブを

気も考えた空気の流れをつくり︑

15

エコモードで稼働させるだけで︑

1
44
﹁暖房って暖めると思っているけ

20

3
1
5 1
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〈フーム空間計画工房〉代表。
札幌市出身、在住。1988年
に福岡県にて独立し、96年
に札幌市へ本拠地を移す。
既製品を極力使わず「機能
も デ ザ イ ン も 性 能 も 」を
モットーに、心地よい住環
境づくりを目指している。

新たな時代の家づくりとは？ 人気の建築家に教わった。

8
9

25

宮島 豊さん

北海道の家づくり。
北海道の家には、
設計者や職人たちの工夫が詰まっている。
Living in
Hokkaido

4
0
0
Profile

断熱をはじめとする機能に優れ、
先進的だといわれる
1.宮島さんが設計デザインした、赤井川村の米生産者、木津悠樹さんのお宅。至るところに創意工夫が施されている。 2.2階は壁など
で仕切らず広いまま。昼は子どもの遊び場、
夜は布団を敷いて寝室に。 3.外壁も木材。断熱材の厚みを利用して、
開閉式の郵便ポスト
を付けた。 4.木の浴槽も無垢のため、
木に染み込んだ水分が蒸発しやすく、
使った後はサッと水洗いして乾かすだけでカビも生えな
い。 5.建物裏に広がるのは広大な水田。冬は一面の銀世界になる。 6.木を使ったキッチンはステンレス以上に手入れしやすく、
レ
ンガは油が飛んでも気にならない。 7.自分たちで手入れができるシンプルな暖房器具を考えるとき、
薪ストーブも外せない。

2
3
4
5
7

三角屋根のリノベーション。
Renovation of Gable Roof Houses

Living in
Hokkaido

味のあるブロック壁も
オール電化の外断熱仕様に

木造の三角屋根は
土間の薪ストーブが主役

床面積121.65平方メートル、ブロック造りの三
角屋根の物件。古い屋根には新たに断熱材をたっ
ぷり入れ、
コンクリートブロックの壁には厚み10
センチの外断熱を施した、オール電化の暖かい家。
外壁の表面は、左官職人により味わいのある土壁
に仕上げられている。室内は、壁も天井も白くす
ることで、
より広々とした印象に。2階の壁にはア
ンティークのガラスを使った小窓を設置。吹き抜
けとの相乗効果で明るさも加わった。

築 37 年。かつては札幌土木現業所の職員用住宅
だった、補強コンクリートブロック造りの平屋2
世帯分（3LDK×2）を、広々としたLDKのある一
軒家に改築。内断熱を外断熱に変更して性能を上
げ、壁面結露などの問題も解消。壁のブロックと
長い年月使われてきた柱は生かし、無垢のフロー
リングや薪ストーブを加えて、古きよき余韻を感
じる空間に。
「リノベーション・オブ・ザ・イヤー
2019」地域風景デザイン賞受賞。

で包み︑内側の空間を広く確保す

こうした物件を外側から断熱材

れど︑三角屋根は鉄筋コンクリー

オーストラリアに渡り広い大陸を

るのが︑
︿スロウル﹀流だ︒
﹁外壁と

ロウル﹀代表の平賀丈士さ

満喫した後︑帰国して考えた︒
﹁さ

屋根には断熱材を加えて暖かさを

トとブロックの混構造︒
丈夫です﹂

て︑どこに住もうか？﹂︒そのと

んは︑広島県出身︒ 代で

き頭に浮かんだのは︑子どもの頃

確保し︑内壁や天井は基礎を見せ

︿ス

か ら 憧 れ て い た 北 海 道︵﹃ ム ツ ゴ

たままにする︒名付けて〝表しの

さらには︑
﹁三角屋根には︑煙突

40

ロウのゆかいな動物王国﹄が大好

がついているんです︒それを生か

I
T
リノベーション〟︒ 年前に造ら

所にある安い物件を買って︑週末

せば︑そのまま薪ストーブをつけ

きだった︶︒札幌に移住して

に 自 分 で ペ ン キ を 塗 っ た り︑ フ

ることも︒新たに設置するよりは︑

れたブロックの壁や天井の梁には︑

ローリングを張り替えたり︒それ

企業に勤めながら︑時代の流れに

を貸し出したら︑思いのほか需要

多分半額以下でできます︒これも

新築にない味がありますから︒そ

がある﹂︒構造補修や断熱改修も

メリットですね﹂と平賀さん︒北

乗り︑投資目的で中古物件を購入

しっかりやりたいという思いが強

海道の中古物件は︑探し方と工夫

の雰囲気をいかに楽しむか﹂

くなり︑
︿スロウル﹀を設立した︒

次第で思いがけない魅力を発揮し

す る︒
﹁札幌からちょっと離れた

とくに魅了されたのが︑
通称
﹁三

﹁きちんと直せばまだまだ住める︒

28

てくれるのだ︒

︵北海道防寒住宅建設等促進法︶

そんな物件はたくさんあります︒

年以上住

1
0
0

角屋根﹂︒
﹁昭和 年制定の寒住法

により︑
住宅供給公社が筆頭になっ

だって昔の人は︑

1
0
0

築50年近い木造三角屋根の床面積は、96.39平方
メートル。広い土間に薪ストーブを設置して、
1階
は暖かいLDKと4.5畳の洋室に。吹き抜けにする
ことで、
より開放感のある空間になっている。2階
は、
〈 スロウル 〉が得意とする移動式間仕切り家具
を入れて、3部屋に。天井は抜いたままなので、部
屋に居ながら三角屋根が実感できるのも楽しい。
窓枠は、道産木材を使ったオーダーメイド。トリ
プルガラスで、
断熱効果も優れている。

てどんどん建てていったブロック

90

んでいたわけですから︒いまの時

代︑断熱や気密の基準は上がって

80

造りの家です ﹂︒床面積約

平方メートル︒屋根から雪が落ち

ドアップする︒だけど使える素材

いるので︑そこはきちんとグレー

くらい︒それなりに余裕のある庭

は生かそう︑資源はもっと大切に

ることを考慮し︑敷地は 〜 坪

と︑日当たりの良さもある物件が

しよう︑という思いで取り組める

のが︑リノベーションのいいとこ

年以上の木造建築は

基礎が弱くて︑新築に造り直すく

ろだと思います﹂

多 い︒
﹁築

らいの手間がかかることが多いけ
11

40

おなじみ二軒長屋も

4LDKにリノベーション

20

市街地に暮らしながら、
北海道らしい心地よさもある。

煙突のある
「三角屋根」。
これぞ、北海道の遺産！
〈 スロ
1973年に建てられた通称「三角屋根」の家は、
ウル 〉のファーストモデル。床面積は約100平方メー

トル。ほぼ長方形のシンプルな家は、壁や天井を取り
払い、
ブロックや鉄骨の梁をそのままにすることで、
住
空間を立体的に広げることができる。吹き抜けや天窓
も作り、天井の高さをフルに活用。集合煙突は、薪ス
トーブに再利用。外壁には外断熱を施し、内壁には透
湿性のある仕上げ材を採用することで結露も解消した。

そんな理想を叶える
〈スロウル〉
のリノベーション。

着目したのは、おなじみのシルエット
「三角屋根」
でした。

Profile

平賀丈士さん
〈 スロウル 〉代表。札幌市居住歴、21年。北海道で暮らす魅力は、
「豪雪があって、
除雪に疲弊して、
春の訪れに喜んで……毎年こ
の繰り返し。自然の中で生きていると実感します」。slowl.jp

10

で︑玄関前にポコッと付いたガラ

建て主の徳留裕敏さんは構造設計
間として出会い︑
徳留さんから
﹁ニ

家で︑道南の﹁伊達の家﹂で仕事仲

い出す人も多いはずだ︒
セコに自宅をセルフビルドした

外壁はガラスではなくプラスチッ

巨大な風除室を提案したのは青

に惹かれて計画に加わったという︒

い︒風除室と知らずに外観だけ見

ポーツが好きで︑ 年の約半分を

セコを選んだのは︑ウインタース

吹き抜けの天井高は メートル近

2

ると︑こんな透明な大空間︑どう

木さんだ︒そもそも徳留さんがニ

ク板のポリカーボネートで︑ 層

明な建物は︑なんと巨大な風除室︒ い﹂と聞き︑その主体的な生き方

﹁ニセコの家﹂
の北側にそびえる透

スのフードと言えば︑その姿を思

設計は建築家の青木弘司さん︒

南側には︑しっかりと断熱を施し

青木弘司さん

の家特有ともいえる住宅設

Profile

たスギ板張りの住居棟がある︒

北の家の、
新たな可能性にも挑戦しています。

備に︑風除室がある︒寒風

Self-build House

や雪の吹き込みを防ぐための空間

北

大工の父と二人三脚でその夢を実現させた
「ニセコの家」
は、

夢は自らの手で家を建てること。構造設計家の建て主が

10

大切ですが︑家全体を高い性能で

〝シェルター〟としての家の機能は

﹁北国の厳しい環境から身を守る

部分を風除室に収めようと考えた︒

を大胆に分け︑プラスアルファの

といったプラスアルファのスペース

に必要なスペースと︑趣味や仕事

設希望︒そこで青木さんは︑生活

どの遊び用具も多く︑仕事場も併

れないが︑心配はご無用︒敷地の

やって暮らすの？ と思うかもし

れば﹂と青木さん︒

ちな北の暮らしを拡張する場にな

この場所が﹁とかく閉じこもりが

な気軽さで友人知人と集うことも︒

見ながら︑半屋外のテラスのよう

は机と椅子も置かれ︑白樺の林を

の遊び場にもなっている︒ 階に

仕事場であると同時に子どもたち

納庫であり︑食料の備蓄庫であり︑

の多目的・風除室は︑用具類の収

暮 らしたいか ら︒スノー ボードな

雪と過ごすこの地でアクティブに

がかかる︒トリプルサッシは値段

年︒敷地の整地から始め︑

家の工事がスタートしたのは

1
棟との温度差︑場所ごとの温度ム

目的ルーム〟︒コストも低い︒住宅

対して風除室は︑
明るく自由な
〝多

が小さくなり︑暗くなる︒それに

ずれは住宅棟のある南側に露天風

工事をコツコツと進めている︒い

徳留さんは︑いま︑住みながら内装

壁など建物の﹁外側﹂を完成させた

大工の父と 年をかけて︑屋根や

階建て

ラもうまくデザインできれば︑豊

が高いし︑断熱・気密を考えると窓

2

均質に整えようとすると︑コスト

1

呂も建設予定だという︒夢はたく

0
1
7
かで多様な家になると思いました﹂
そうして生まれた木造

2

ましく︑まだまだ広がっている︒

2

12
13

Living in
Hokkaido
1976年北海道生まれ。室蘭工業大学大学
院修士課程修了。藤本壮介建築設計事務
所を経て、2011 年青木弘司建築設計事
務所設立。18年岡澤創太とAAOAA一級
建築士事務所設立。aaoaa.co.jp
撮影：徳留裕敏

暮らしながら造る
セルフビルド住宅。
右ページ写真：北海道虻田（あぶた）郡ニセコ町。木造2階
建ての巨大な風除室は、
セルフビルドのための作業道具
や資材置き場としても活躍。左ページ写真：上／白樺の林
を間近に見る北側の大開口。ポリカーボネートは1階を
透明に、上部3分の2ほどをグレースモークに。中／住み
ながら内装を整えている住居棟。丸太柱は敷地内に立っ
ていた木を1年間乾燥させて活用した。下／住居棟1階の
ダイニング。住居棟の南側の窓は高性能な木製サッシ。

移住に興味を持つ人が増えている昨今、
自治体の取り組みも進化している。

いまこそ夢を現実に！

地域の魅力を生かした新たな提案が次々と！ 広い北海道、
じっくり探してみては。

「1年後移住するぞ !」プロジェクト

ローカルベンチャースクール

下川町

この町ならではの挑戦をサポート。
学ぶことで可能性はさらに広がる

大人気の移住準備プロジェクト。コロナ禍以降にスタートしたが、
この内容が楽しい。オンライン移住相談のみならず、プロジェクト
加入者を“移住同期”と呼んで交流会を開催したり、
毎月下川らしい
贈り物が届いたり。ほかにも先輩移住者とつながるイベントもある
などワクワクする内容で、
すでに何名も移住しているそう。

自治体と起業家育成を推進する民間事業体〈 エーゼロ厚真 〉が連携
して、起業する人をサポート。地域おこし協力隊の3年間で、地元に
なじみながら目標に向かって勉強し、
結果的に定住するという仕組
み。今年は初の卒業生が2名。馬で木材等を搬出する“馬搬（ばはん）”
という技術を使った林業と、
国内外での流通業に就くことに。
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シェアオフィス

釧路市

上士幌町

人気移住先として名高い町では、
大自然の景観の中で会議ができる

全国の天気予報で札幌と並んで登場する釧路。
「夏でもそんなに涼し
いの？」と興味を持った都会の人に向けて、長期滞在用の物件を紹
介する窓口を設けたことから需要が増え、
道内の「ちょっと暮らし」
利用者数1位という結果が続いている。リピーターも多く、
移住につ
なげる人も。最近はリモートワークの拠点としても注目されている。

NPO法人〈 上士幌コンシェルジュ 〉が、移住ワンストップ窓口とし
て的確にアドバイス。活発な移住者交流でも定評があり人気が高い
上士幌町が、またまた進化。昨年7月には、ネット環境や会議室を備
えたシェアオフィスが完成。昨年6月にオープンした〈 道の駅 か
みしほろ 〉では、
土・日・祝日含めいつでも移住相談が可能に。

Information

Information

「長期滞在」に関する問い合わせは、
釧路市 総合
政策部 市民協働推進課（☎0154-31-4538）へ。

〈 かみしほろシェアオフィス〉
（www.kamishihoro.work）。
上／1時間利用から年間契約まで。
右上／新たなランドマーク
〈道の駅 かみしほろ〉
。右下／道の駅のインフォメーションで相談。

上士幌町への移住に関する情報は、移住促進オ
フィシャルサイト『移住 .com 』
（ www.ijyuu.
com）をチェック。

新規就農支援

三笠市

知内町

ターゲットを絞った新たな提案が
魅力的なまちづくりにもつながる

地元の農業法人と手を組んで
リスクを負わずに就農できる道を

グラフィカルなデザイン、
感度の高い移住者の紹介etc.。いままでと
は異なる “みかさぐらし”を提案し、
40代以下の子育て世帯にアピー
ル。札幌からも富良野からも車で約1時間、
ここならではのライフス
タイルが、いまの時代にいかにマッチしているかを実感できる。人
が変われば、
地域もより魅力的に。そんな期待まで膨らんでくる。

ニラやトマトの産地として有名な知内町は、
新規就農を目指す移住
者を丁寧にサポート。最低2泊3日の農業体験の後に2、3年の研修に
入るが、
希望次第では、
町内計7社の農業法人で正社員として働きな
がら学ぶことができる。期間が限定されないので“居抜き就農”を待
つこともでき、
独立時の初期投資が抑えられるという利点も。

Information

Information

移住ハンドブックは、
希望者に郵送。HPではPDF
版も閲覧可。詳細は『みかさぐらし』
（www.city.
mikasa.hokkaido.jp/mikasalife）に。

逆単身赴任

上／〈 暮らし体験館 〉では、
東川町の工房で作られた家具も使用。右上／キトウシ展望台か
ら望んだ、
東川町の全景。右下／地場産木材を使用した東川小学校など、
子育て環境も魅力。

上／新規就農も支援。研修風景。右上／居住しながらリモートワーク。
〈 お試しサテライト
オフィス 〉は1週間から利用可能。右下／家族で移住する方には、
子育て支援住宅も。

ローカルベンチャースクールの詳細はHP（www.
a-zero.co.jp/lvslll-atsuma-lvs#）に。移住情報
は、
厚真町のHP（www.town.atsuma.lg.jp）に。

避暑を目的に、道内外から！
気軽な長期滞在がますます人気に

移住ハンドブック

上／東京の編集者と考えた、
新鮮なビジュアル。明治15年に敷設された駅をフィーチャー。
右上／表紙には〈 山﨑ワイナリー 〉が。右下／ユニークなインスタグラムの投稿を公開。

Information

「1年後移住するぞ！」プロジェクトをはじめ、
下川
町への移住に関する問い合わせは、移住専用の
（shimokawa-life.info）から。
HP『タノシモ』

長期滞在

上／釧路湿原国立公園もすぐそばに。右上／賛同する民間事業者は、
計43社も。マンスリー
マンションをはじめ選択肢も多い。右下／8月は「くしろ市民北海盆踊り」が開催される。

厚真町

疑問や不安もオンラインで解決。
時代に合わせた魅力的なシステム

Information
上／町を深く知るために、
贈り物も届く。右上／移住者も多く、
活気ある町。毎年7月にはイ
ベント「森ジャム」が。右下／アイスキャンドル発祥の地といわれ、
冬は家の前に並ぶことも。

先進的な移住への取り組み。

上／農業体験は、
通年で実施。夫婦での参加も歓迎！ 右上・右下／体験や研修時の滞在に
は、
3年前に建設された〈 しりうち地域産業担い手センター 〉を利用することができる。

農業体験や就農研修に関する問い合わせは、
知内
町地域担い手育成センター（☎01392-5-6161）
まで。

テレワーク

東川町

美瑛町

ニーズに合わせてフレキシブルに
一歩も二歩も先を行く移住先進地

“パッチワークの丘を眺めつつ
都会感覚で仕事” が実現可能に

豊かな自然と、おいしい水。空港からも近く、2拠点生活が叶う町と
しても注目の東川町。今年は、子育て環境に惹かれて移住を決めた
家族が、すでに2組。仕事がある旦那さんを東京に残し、奥さんと子
どもが先に移住する、
名付けて「逆単身赴任」。旦那さんの航空運賃
を助成するなど、
自治体の柔軟な対応も人気の秘密だ。

テレワークに必要な環境を知るために、
昨年テレワークモニターを
実施。市街地にある5LDKの住宅で、都市部で働く個人、NPO法人、
企業など6団体が、
各1か月間滞在した。今年はその意見をもとに、
理
想的な環境を整えていく予定。また、
セカンドホームという名の移住
体験住宅がある美瑛町。まずは別荘気分で始めてみるのもいい。

Information

Information

東川町の移住に関する情報は、
東川町役場のHP
内（town.higashikawa.hokkaido.jp）から。

テレワークや移住体験住宅に関する問い合わせ
は美瑛町 まちづくり推進課 移住定住推進室（☎
0166-74-6171）まで。

＊今回ご紹介した以外にも、
多くの移住情報が『北海道で暮らそう！』
（www.kuraso-hokkaido.com）でご覧いただけます。

上／〈 丘のまち交流館 ビ・エール 〉内には、サテライトオフィスもある。右上／テレワー
クの拠点となる体験住宅。右下／居住体験住宅〈 セカンドホームびえい 〉。

＊北海道でのワーケーションに関する相談は、
HP（hokkaido-work-vacation.com）へ。
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北海道移住ライフ

北海道庁

AIRDO

移住してきた皆さんに、北海道の暮らしについてインタビュー！
photo: Masatsugu Sugawara text: Chigusa Ide

美しい

北海道には特徴のある言葉がたくさんあります。
地名、動植物名、
自然現象やアイヌの言葉なども印象的。

北海道に縁のある方に尋ねました。
「美しいなまえ」
は何ですか？

な まえ

photo: Atsushi Takahara text: Chigusa Ide

36

Vol.

第 28回

Person

杉坂隆久さん
移住歴：愛知県→名寄市
居住期間：6年
子どもの頃から釣りが大好き。愛知
県でフライフィッシングのプロショッ
プを営みつつ、世界 13か国を巡りな
がら、数々の選手権で活躍。かつて
は TV番組のレギュラーも持ち、ビデ
オや DVDも多数発売してきた、フィッ
シング界のレジェンドである。

イトウをすくうネットを手に、
「この地域に合うネットが欲し
くて作ったら、
オーダーが多く
て忙しくなっちゃった（笑）」。

釣りをしながら過ごす日々、
そりゃ最高ですよ。
なよろ

Q. なぜ名寄市を選んだのですか？

Q. どんな生活をしていますか？

こと。そして地元の人と仲良くなった

十数年前にイトウの魅力に取りつかれ

イトウ釣りのガイドをしながら、母

ら、土地を紹介してもらえることもあ

てね。人間より古くから日本に棲む、

ちゃんとカフェやゲストハウスをやっ

る。野菜だってもらえるし（笑）、い

すばらしい魚。文献によると 2 メート

ています。冬の 3 か月はちょっと大変

いことだらけ。みんな親切です。

ル以上のものが捕獲されたこともある。 だけど、好きなことに没頭できる日々
そんなのかかったらどんだけ楽しいか

は最高。終の住処ですから、野を越え

Q. 今後の計画を教えてください。

なと思って、イトウがいる朱鞠内湖を

山を越えという環境ではなく、病院な

60 歳を過ぎたので、ガイド業から宿

はじめ、北海道によく来るようになっ

どが近い場所を選んだのも正解でした。 泊業に少しずつシフトして、お客さん

しゅまりないこ

たんです。サーモンフィッシングもや

と一緒に楽しく釣りをしたいですね。

りますから、オホーツク海まで日帰り

Q. 地元にはなじみましたか？

で行ける場所は……と地図上で名寄界

率先して地域の活動に参加しています。 につながる醍醐味。フライフィッシン

隈に丸をつけて、この辺で土地を手に

移住を考えている人に伝えたいのは、

グの面白さ、道北の釣りのすばらしさ

入れようと探しました。

まずは借家でいいからとりあえず住む

を多くの人に味わってもらいたいです。

福永壮志 （映画監督）
﹁カントオㇿワ ヤクサㇰノ アラ

目なしに降ろされたものは一つも

ンケ プ シネ プカ イサㇺ︵天から役

ない︶﹂

これは︑阿寒を舞台にした映画

﹃アイヌモシㇼ﹄
の制作中によく見

聞きした︑アイヌのことわざのよ

うなもの︒世の中のひとつひとつ

のことに意味があり︑役割がある︒

人間も含めて地上にあるすべてを

受け入れようというメッセージ︒

︿前田一歩園﹀の森で撮影してい

たときに︑雨が降ってきた︒やっ

参考文献：
『アイヌ歳時記 二風谷のくらしと心』
（平凡社）、
『萱野茂のアイヌ語辞典 増補版』
（三省堂）

かいだなと思いながら︑晴れの設

定を雨に変えて撮影を続けたんで

すけど︑出演者の秋辺デボさんが

﹁ こ の 雨 も 都 合 があって 降ってい

るからな﹂
って 呟 い た ん で す︒雨

は︑草木に水を与える恵みである︒

アイヌの世界観を砕けた表現にし

ているんですが︑そういうことな

んだなって実感しました︒

アイヌモシㇼとは︑カムイモシ

ㇼ︵ 神 の 国 ︶の 対 比 で 使 わ れ る 言

葉で︑地上の世界を表すといわれ

ています︒北海道は︑ロシアと本

道の地域情報、
移住に関する相談窓口です。気
軽にご連絡ください。
（☎ 090-1541-0011）

州の間だからでしょうか︑大陸的

JR有楽町駅前の東京交通会館8階にある、北海

な壮大さがある︒その自然を前に

協力：名寄市移住促進協議会

移住相談窓口〈どさんこ交流テラス〉

すると︑美しいだけではなく畏敬

北海道では、
市町村と連携して、
企業の社員やそのご家族の方に北海道とさまざまな関わり
を持っていただけるよう、
ニーズに応じたプランで実施できる「北海道型ワーケーション」
を推進しています。北海道型ワーケーションの実施・受け入れに関する相談、
お問い合わせ
は北海道型ワーケーションのポータルサイトまで！ 北海道型ワーケーション 検索

の念すら感じて︑背筋がピンとす

『北海道型ワーケーションポータルサイト』
をぜひご覧ください！

るような厳かな気持ちになるんで

Information

広大な田園地帯を有し、利便性と自然が調和する道北の中核都市。生
活に必要な機能がコンパクトにまとまり、
市立総合病院には産婦人科
や24時間診察対応の小児科があり、
安心して子育てができる環境が備
わっています。豊かな自然も魅力で、天塩川での釣りやカヌーのほか、
極上のパウダースノーを生かしたウインタースポーツが楽しめます。

アイヌモシㇼ

ふくなが・たけし／1982年伊達市生まれ、
東
京都在住。高校卒業後、
渡米。映像制作を学び、
NYを拠点に活動し、初長編映画『リベリアの
白い血』が多くの映画祭で高い評価を受ける。
昨年は、長編映画 2 作目となる『アイヌモシ
ㇼ』が公開に。ainumosir-movie.jp

す︒
︵本人談︶

地域情報
［名寄市］
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手で引っ張りながら、魚とダイレクト

都市機能を備え、住みよさと子育て環境が自慢のまち

Place

昭和58年に設立された（一財）前田一歩園財団により、
植生豊かな森林に戻そうと保全されている阿寒湖畔の〈 光の森 〉。
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Profile
大広朔洋（おおひろ・さくよ
う）さん／木彫り作家。美幌
町出身。子どもの頃から小
遣い稼ぎに、父親の手伝い
を。札幌で絵の勉強をして
いた時期もあり、現在は絵
画教室も開いている。店内
には、北海道の動物を象っ
た作品も数多く並んでいる。

作り手の熱量が形になって
私たちの暮らしを彩ってくれる。

今回の手しごとは、見つめるほどに
愛着が湧く、木彫りの人形。

北海道発

道内各地の市町村から、
なんだかほっこり、楽しくなるようなニュースをお届けします。
から。
今月は、浜中町〈霧多布湿原ナショナルトラスト〉、積丹町〈積丹スピリット〉、豊浦町〈uula bed and bay〉

photo: Masatsugu Sugawara
text: Chigusa Ide

Vol. 28

を考えるなかで始まったの

５年ほど前、町の活性化

年６月に第１弾〈 KIBOU
〉

で独自のレシピを開発。昨

〈 酒 類 総 合 研 究 所 〉と 共 同

3 月は、オオハクチョウやオオ

ワシが観察できることも。ネイ
チャーツアーは、車で巡る約 2
時間のコース。問い合わせは
〈 霧多布湿原センター 〉
（☎
0153-65-2779）まで。

エゾカンゾウの群生地と

に乗って湿原を巡ったら、

チャーツアーを実施中。車

きりたっぷ

して有名な霧多布湿原は、

民家も隣接する身近な場所。 町 内 に ３ か 所 あ る ハ イ ド

ウを眺めたり、ホッキ漁や

shakotan-blue.jp

（ 野 鳥 観 察 舎 ）で タ ン チ ョ

うひとつ人気が高いのが、鮭を抱え

浜 中 の 海 産 物 や 牛 乳、

年は道内外から注文が絶えない。も

チーズがおいしいのは、湿

放つ姿形が密かなブームとなり、近

アサリ漁を見学したり。運

北海道の木であるアカエゾマツを
主役にした、積丹ジン〈 KIBOUきぼう 〉。昨年 12 月には、咲き誇
る花々の香りをイメージした季節
限定の〈 BOUQUET 〉も発売した。

がよければラッコの姿も！

作り続けてきたが、不思議な魅力を

原がもたらすミネラルが影

す」。以来、網走のお土産品として

響しているから。そんな役

さんに見せてもらった神像が原形で

私たちの生活の中にある湿

!?

塚を発見した考古学者、米村喜男衛

原、そのすばらしさを感じ

ロ（写真下中央）は父が、モヨロ貝

３月は、町内の自然や産

ツとする木彫りの人形。
「セワポロ

割も担っているのです。

さんが作り始めた、北方民族をルー

てもらえたらうれしいです。

深いオレンジの香り

業 に も 触 れ ら れ る、 ネ イ

積丹町

学んで守ろう

本場を越える 多彩な植物を生かした
独創性あふれるクラフトジンが誕生︒

from

from

浜中町
人々の暮 らしをより豊かにする
湿原の価値を知って︑守 りたい︒

が、積丹半島の植物を使っ

レーバーは、アイヌの人た

てジンを造るプロジェクト。 を発売しました。メインフ

本場であるスコットランド

手鉋です」。40 年以上前に父・朔峰

ち が「 森 の 女 神 」と 呼 ん で

さくほう

のアイラ島やロンドンを巡

てがんな

いたというアカエゾマツの

ていたんですが、私は苦手で……

新芽。針葉樹林を散策して

を動かしている。
「父はろくろを使っ

るうち、針広混交林である

大広朔洋さんが、一心不乱に彫刻刀

積丹のほうが植生豊かであ

る〈大広民芸店〉。奥では、店主の

〈 積丹スピリット 〉代表。
仙台市出身。北海道大学建
築工学科在籍中の研究
フィールドにしたことが
きっかけで積丹町と関わり、
約30年。
「コロナ禍に誕生
した新製品。願いを込め
〈 KIBOU 〉
と名付けました」

楽しんでみてください。

オホーツク海に近い国道沿いにあ

岩井宏文さん

いるような独特の味わいを

大いなる可能性を感じ、

（木彫り／網走市）

ることがわかったのです。

大広民芸店
繊細で丁寧な手作業から
愛すべき表情が生まれる。

HAPPY NEWS

illustration: Yoshifumi Takeda
text: Chigusa Ide

小野明奈さん
浜中町生まれ。小中高とボ
ランティア活動に参加し、
霧多布高校在学中はボラン
ティア愛好会の部長に。卒
業後、
〈 霧多布湿原ナショ
ナルトラスト 〉勤務。霧多
布湿原ファンクラブ会員。

kiritappu-mate.com

たワタラポンクル。
「父が神話から
ある日、いつもは行かない

用した机やベッド、小屋の

で倒壊した倉庫の古材を活

ろんのこと、胆振東部地震

予約まで住所は秘密︒空に続くような
道の先に︑海と小屋と感動がある︒

この道に入ってみたら……

周りに自生している野草を

窓から見える風景はもち

そこは目の前に噴火湾が広

摘んだお茶、自然の循環作

人の気配がない上り坂。

が る、 と て も 美 し い 場 所

用を意識したコンポストト
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だったんです。所有者を探

左／主にシナとクルミの木を使
う。中／北方民族が家のお守り
にしていたという神像を原形に
したセワポロロ。右／「心がけて
いるのは、彫刻刀の手入れぐら
いです。きれいに切れると気持
ちがいいので、そういうことが
表情に出るかもしれないですね」

カリフォルニア出身のエリッ
クさんと、茨城県出身の伊
藤さん。1日1組（大人2名）
限定の泊まれる小屋〈 uula
bed and bay 〉は、住所非
公開。予約はインスタグラ
ム（@uula_ bedandbay）
のDMから。

イレなどにもこだわってい

エリック・コンローさん
伊藤そのさん

して土地を手に入れ、小屋

もしれません」

を建てて一棟貸しのゲスト

無表情に近い感じが受けているのか

ま す。 秘 密 基 地 の よ う な

自由に考えてくれる、面白いですね。

ハウスにしました。この景

鮭を手にした〈 ワタラポンクル 〉は、アイヌ民族と北方民族の交流を表している。
「手
が動くんですよ。美幌のパン屋さんがパンを持たせてインスタグラムにアップしたら、
それを見た人が、ギターを持たせたり、糸巻きにしたり……ひとり歩きしています
（笑）」。ワタラポンクル・小 高さ13センチ 2500円（大広民芸店☎0152-44-5583）

〈 uula bed and bay
〉
を、冒
険気分で訪ねてください。

た』とか『笑っている』とか、皆さん

色を、みんなで共有したい

と思って。

想像して作ったのですが、
『目が合っ

四季を通して美しい

from

豊浦町

小屋を手がけたのは〈 yomogiya 〉。
「窓からの景色、ウッドデッキ、アー
ルになった天井もいい。小屋ができ
た当初はうれしくて、毎朝 3 時頃に
は目覚めていました（笑）」
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が着く空港からの旅

宮城・女川

東日本大震災から今年で 年がたつ︒
三陸エリアの復興を牽引してきた女川町︒
駅前にできた商店街
﹁シーパルピア女川﹂
には︑

│

│
︒

女川に吹く
あたらしい風。

あの日から 年

10

土地の魅力を伝える新しい店が次々とオープン︒
女川の
〝いま〟
には︑
訪れる人々を勇気づける力がある

上げた青空には︑潮風を
年︑

捉えて羽ばたく海鳥の姿︒
東日本大震災から

の高さは宮城県最大級︒建物の

が︑その被害は大きかった︒津波

被災地をリードしてきた女川︒だ

〝復興のトップランナー〟として

港町の空気はとても穏やかだ︒

10

分の が流出し︑人口約 万人の

3
名の命が奪われた︒

年︒ 辺 り に は 何 も な く︑

﹁ようやく駅舎が復活したのは

雅さんが復興の歩みを振り返る︒

駅中の温泉︿ ゆぽっぽ ﹀の吉田

町で

1

photo: Keiko Ichihara text: Yuka Uchida

ゆぽっぽ

Yupoppo

温泉

見

8 2
2
7

復興はまだ終わりじゃない﹂

地域に生かしたいとも思っている︒

﹁女川の経験を福島などのほかの

れないこと〟
なんです﹂
と吉田さん︒

﹁やはり︑何より大切なのは〝忘

新聞﹄がいまも飾られている︒

真や避難所に貼られた﹃石巻日日

だ︒ゆぽっぽには震災前の町の写

のは︑かつての女川を思う気持ち

その新しさのなかで目に留まる

に新しい風景が生まれていた︒

見据えた話し合いによって︑港町

心となって進めたという︒未来を

女川の復興計画は地元の若者が中

間もなく消防署や保育所もできる︒

昨年は小中学校の新校舎が完成︒

灯っていたことを思い出します﹂

暗闇にぽつんと駅の明かりだけが

2
0
1
5

10

20
21

3
4

坂茂が手がけた駅舎にある
住民に愛される温泉施設

2015年にできた新駅舎は建築家・坂茂の設計。白い切妻
屋根は未来へと羽ばたくウミネコをイメージしている。
2階には女川温泉〈 ゆぽっぽ 〉が。日本画家・千住博と住
民らが共作したタイル画が憩いの場の象徴になっている。
浴室に飾られた震災前
の町の風景。住民に声
をかけて写真を集め、
展示している。女川を
訪れた人もかつての町
に思いを寄せられる。

A
I
R
D
O
住 宮城県牡鹿郡女川町女川2-3-2
☎ 0225-50-2683 時 9:00〜21:00（最終入館20:30）
休 第3水 料 入浴大人500円

にも千住の絵が。天井は建築家・坂茂らしい木造の格子。東京ドームと同じ透過性のメッシュ
を張っているので明るい。 3.展示してある『石巻日日新聞』。2011年3月14日の女川の様子
をいまも伝える。 4.JR石巻線の終点。海の見える終着駅として鉄道ファンにも人気だ。
1

Information

1.休憩室の壁画『家族樹』。千住博が描いた幹に、町民らが描いたさまざまな花が咲く。 2.浴室
2

大切なのは“忘れない”こと。それはいまも同じ。

お茶
TEAVER
TEAFACTORY

ティーベルティーファクトリー

地ビール

ガル屋

宮城県牡鹿郡女川町女川2-60
シーパルピア女川C13 ☎ 090-9534-9979
時 17:00〜23:00（22:30LO）
、
日15:00〜21:00（20:30LO） 休 水

女川出身の店主が造る
人をつなげる地ビール
「ビールには人をつなげる力がある」
と女川出身の店主。東京で働いていた
が、震災を機に地元に戻り、クラフト
ビールの店を始めた。
「店で女川の人
と出会い、リアルな声を聞いてもらえ
たら」。町の交流の場になっている。

上右／店オリジナルの地ビール〈 女川ホッ
プペール 〉850円。上中／音楽好きも集ま
る居心地のいい店内。上左／宮城の地ビー
ル〈 仙南クラフトビール 〉も飲める。

住 宮城県牡鹿郡女川町女川2-66 ハマテラス8
☎ 0225-25-7352 時 11:00〜17:00
（土・日・祝10:00〜） 休 火・水

︿ゆ

新しい感性で伝える、
この土地の魅力。
ぽっぽ﹀を後にして︑駅

前から海に向かって続く

﹁ シ ー パ ル ピ ア 女 川 ﹂を

2
0
1

歩くことにした︒

この商店街ができたのは

5

年の暮れ︒地元の人々に愛され

てきた商店も︑この場所で復活し

た︒さらに今年はいくつかの新店

石けん

Information

三陸の素材で作った
キューブ型の手作り石けん

2
0
2
1

年オープン

ワインソムリエの資格を持つオーナー
が、女川の魚介や三陸の食材と合わせ
て楽しみたいワインを厳選。常時20種
を味わえる。合わせたいのはカルパッ
チョやアヒージョ。スペアリブなど赤
ワインのための肉料理も充実。

Sanriku Sekken Kobo クリヤ

も仲間入り︒

ワインソムリエのいる、
地元素材を味わうビストロ

の
︿ティーベルティーファクトリー﹀

ビストロ・エル エピコ

は︑以前あったフレーバー日本茶

の専門店
︿オチャッコ﹀
がリニュー

アルした店︒店主の内海康生さん

は﹁当時は地元を盛り上げたい思

いでいっぱいだったが︑ようやく

自分がやりたいことに邁進できる

ようになった﹂と語る︒

三陸石鹸工房
KURIYA

Bistro El Epico

上2点／前身の〈 OCHACCO 〉は日
本茶のみだったが、新店では店主の
得意とする紅茶も扱うように。茶葉
も販売。左／〈 港町のアールグレ
イ 〉と〈 ルージュブーケ 〉各480円。

Information

︿ガル屋﹀
の店主︑木村優佑さんは

女川出身︒当時は東京で働いてい

たが︑震災によって﹁このままで

は故郷の女川が失われてしまう﹂

7

とリアルな危機感を持ったという︒

興云々ではなくて︑もっと純粋に

店を立ち上げて 年目︒いまは
﹁復

女川のいいところを発信して︑地

元を盛り上げたい﹂と話す︒

女川では震災直後から﹁復興﹂
で

はなく﹁復幸﹂という文字が使われ

てきた︒込められているのは︑町

民ひとりひとりが幸せを取り戻し

仙台空港

た時が〝復興〟だという思い︒女川

仙台駅

仙台空港駅から仙台空港アク
セス線で仙台駅下車。JR仙石
東北ライン快速に乗り換え、
JR 石巻駅へ。さらに JR 石巻
線に乗り換え、
終点のJR女川
駅下車。所要時間は最短で約
2時間。JR石巻線は本数が少
ないので時刻表の確認を。

の人々の温かさや︑未来を見つめ

女川駅

る目は︑訪れる者を励ましてくれ

仙台空港から
女川へのアクセス

石巻駅

る︒海と生きる町で︑土地を愛す

ることの豊かさを感じたい︒

Access

鮮やかな色と豊かな香り。日本茶や紅
茶のイメージを一新させるフレーバー
ティー専門店が 2021 年にオープン。
ハンドブレンドで仕上げたお茶は、雑
味のないクリアな味わい。カフェでは
スコーンなどのスイーツも楽しめる。

Garuya

Information
住

フレーバー付きの
日本茶＆紅茶専門店

シーパルピア女川を歩
いていて見つけた風景。
干物作りは冬の女川の
象徴。タラやメヒカリ
やサンマが名物で、お
土産にも人気だ。

Information
下左／石けんはひとつひとつ手作り。下中／
箱に詰めると、チョコレートのようなかわい
らしさ。3個セット1540円。下右／三陸の豊
かな自然を感じる12の色と香りが楽しめる。

住 宮城県牡鹿郡女川町女川2-60
シーパルピア女川A6 ☎ 0225-25-7191
時 11:00〜14:00、
土・日10:30〜15:00
休 火・水・木

にんじん、米ぬか、竹炭など、地元の自
然素材を混ぜ込んだ小さなキューブ型
の石けん。九州出身の店主が、震災ボ
ランティアとして訪れた三陸に惚れ込
み、そのまま移住して始めたもの。三
陸を愛する気持ちが込められている。

右／白ワインには女川産ホタテを
使ったアヒージョを。グラスワイン
6 0 0 円〜。上 2 点／本日のパスタ
935円。この日は和風たらこバター
スパゲティ。赤を基調とした店内。

23

ワイン

住 宮城県牡鹿郡女川町女川2-60
シーパルピア女川C12
☎ 0225-98-5506
時 12:00〜14:00（13:30LO）
、
18:00〜21:30（21:00LO）
休 金
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TOKYO HOLIDAY

text: Miki Hayashi

北海道の翼として、道内 6 空港から、北海道の皆様を東京へ。
東京で半日時間が空いたら行ってみたい場所をご案内するコーナーです。
※一部内容や営業時間などに変更が生じる場合があります。最新情報はホームページなどでご確認ください。

1

2
チューリップローズ

箱を開けた瞬間、本物の花と見
紛うようなスイーツ。ラングド

休

施設に準ずる ※西武池袋店ほか、

JR東京駅店（八重洲中央口改札内）、
羽田空港第2ターミナル店にて販売。

BOTANIST Cafe

〈いちご“発酵”バターのスコーンサンド /
リコッタチーズあんこ〉イートイン858円、
テイクアウト432円 ※テイクアウトにはイチゴは
付かず、
スコーンサンド本体のみとなります。

プの中にはバラ形のホイップ

ショコラが入っていて、ベリー、
パッションマンゴー、キャラメ
ルナッツの 3 種類のおいしさ

カフェ& ブックス ビブリオテーク

おやつにはもちろん、新たな門

いちご“発酵”バターのスコーンサンド
/ リコッタチーズあんこ

にも心を奪われてしまうはず。
出を祝う贈り物にもぜひどうぞ。

1

IL GABBIANO

onagawa factory

イル・ガッビアーノ

オナガワファクトリー

お魚いちば おかせい

ホテル・エルファロ

Osakanaichiba Okasei

Hotel El Faro

木のぬくもりがやさしい
復興プロジェクト

女川の海の幸を
海鮮丼で豪快に！

トレーラーハウスに泊まる
東北唯一のホテル

東日本大震災の被災者の経済的自立支援
を目的にスタートしたプロジェクト。仙
台の青葉通りでやむなく伐採されたケヤ
キを材料に、
魚形の木製キーホールダー
を作っている。モチーフの魚には、
震災
当時、
魚がとれなくなってしまった港町
を励ます思いも込められているそう。

シーパルピア女川の一番奥に位置する鮮
魚店。女川港で水揚げされた魚介類が並
ぶ店内の一角に、食堂コーナーがある。
味わえるのは、
エビやイクラ、
マグロなど
数種類の魚介を豪快に盛った女川丼
（1500円）や魚のアラたっぷりの味噌汁
など。女川の海の幸を堪能できる。

JR女川駅の裏手に並ぶ、パステルカラー
の国産トレーラーハウス。このひとつひ
とつが客室になっており、
一軒家に泊ま
るような感覚でのんびり滞在できる。宿
の名はスペイン語で「灯台」の意。町を照
らす存在として、
地元産の魚が味わえる
朝食などで迎えてくれる。

住 宮城県牡鹿郡女川町女川2-61-1
シーパルピア女川A1-1
☎ 0225-24-8422
時 11:30〜15:00、
17:00〜21:00
土11:00〜16:00、
17:00〜21:00
日・祝11:00〜16:00、
17:00〜20:00
（いずれも閉店30分前LO）
休 月
（祝の場合翌日）、
火不定休

住 宮城県牡鹿郡女川町女川2-61-1
シーパルピア女川F27
☎ 0225-24-8612
時 9:00〜16:00 休 水

1000年後の命を守る
「女川いのちの石碑」

サクラの風味が華を添える
春限定の和洋折衷スイーツ

女川町の高台などに佇む石碑。これ
は震災当時、
小学6年生だった子ど
もたちが、
自分たちが経験した辛く
悲しい体験を二度と繰り返さないよ
うにと建てたもので、
東日本大震災
の大津波の到達点より高いことを示
している。彼らの活動はいまも続く。

カフェオリジナルのパンケーキミックスを使って焼き

テーマ

〈サクラ香るジュレとフロマージュムース〉650円

シャクッキー細工のチューリッ

東京で甘い春 を味わ う
〝フラワースイーツ 〟
︒

3

2

女川出身の店主が2020年に始めたピッ
ツェリア。自家製生地のナポリ風ピッ
ツァで、
イタリアから船便で運んだ本場
の薪窯で焼き上げる。トッピングは東北
の野菜や女川でとれた魚介など。地元の
食材を存分に味わえる。女川産ホタテと
アンチョビのピッツァ（1870円）など。

華やかな見た目が心を奪う
まるで花束のようなお菓子

TOKYOチューリップローズ 西武池袋店
住 東京都豊島区南池袋1-28-1 西武池袋本店 B1
時 10:00〜21:00、
日・祝10:00〜20:00

3

女川駅前で味わう、
本格ナポリピッツァ

TOKYOチューリップローズ

〈チューリップローズ〉4個入り793円、
6個入り1134円、9個入り1701円、
12個入り2268円、18個入り3402円

4

上げたスコーンで、口どけのいい特製「いちご “発酵”

バター」、
リコッタチーズ、あんこをサンドしたスイー

ツ。サクラの花の塩漬けやサクラパウダーと一緒に
食べれば、お口の中が春の香りいっぱいに。テイクア

住 宮城県牡鹿郡女川町女川2-66
ハマテラス1 ☎ 0225-53-2739
時 販売8:00〜16:00
食堂10:00〜15:00 休 無休

住 宮城県牡鹿郡女川町女川2-1-2
☎ 0225-98-8703
料 1泊朝食付き7337円〜

「シーパルピア女川」
には
まだまだ名店がそろっています!
シーパルピア女川は女川駅前から海に向かって続く、
賑やかなメインストリート。広々とした通りの両脇に、
女川を代表する新旧の名店がずらりと並んでいます。

ウトもできるので、季節の手土産にもおすすめです。
カフェ＆ブックス ビブリオテーク ルミネ有楽町店
住 東京都千代田区有楽町2-5-1 ルミネ有楽町店 ルミネ1 3F
☎ 03-5222-1566 時 火〜土・祝11:00〜20:30
（20:00LO）、
日・月11:00〜20:00（19:30LO）
休 施設に準ずる ※カフェ＆ブックス ビブリオテーク
ルミネ有楽町店ほか、
自由が丘店、
吉祥寺店にて3月23日（火）
まで販売予定。

サクラ香るジュレと
フロマージュムース

サクラが香るキラキラ輝くジュレと、豆

乳クリームを使ったなめらかな舌触りの
ムースを 2 層仕立てにしたビーガンス

イーツ。やさしい色合いと味わいは、和

やかな春のひとときをもたらしてくれそ
う。ベリーと甘酒を組み合わせたスムー
ジーや〈苺とサクラのティーソーダ〉な

ど季節限定のドリンクと合わせてぜひ。

施設に準ずる
※3月31日（水）までの期間限定。
休
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円︑

住 東京都渋谷区神宮前6-29-2
BOTANIST Tokyo 2F
☎ 03-5766-3778 時 11:00〜19:30
（フード18:30LO、
ドリンク19:00LO）

4
︿サブリナ﹀ 個入り
円︑ 個入り
個入り
円︑ 個入り
円

思わず光にかざしたくなる
サクラが香る春スイーツ

薫るバターSabrina グランスタ東京店

サブリナ
上質なバターが使われた
かわいい花の形のパイ菓子
フランス全国農業コンクールで金賞を受賞したバ

ターを主として使用したスイーツが並ぶバター菓子

専門店〈薫るバター Sabrina〉。店で一番人気なのが、
店名を冠した花形のパイ菓子。シンプルながらもバ

ターの旨みを堪能できる味わいと愛らしい形は、春

のおやつの時間を特別なものにしてくれそう。

住 東京都千代田区丸の内1-9-1 東京駅1F グランスタ東京内
（丸の内中央口改札内）
☎ 03-6206-3215 時 8:00〜22:00、
日・連休最終日の祝日8:00〜21:00 休 無休

8

7

6

震災遺構・旧女川交番

さんまのヤマホン

相喜フルーツ

まぐろ屋 明神丸

Sanma no Yamahon

Aiki Fruits

Maguroya Myojinmaru

駅前で復活した、
町民に愛される青果店

まぐろ船の船主が直営!
世界のまぐろを味わう店

Ruin of the Great East Japan Earthquake:
Former Onagawa Police Box

5

あの日を忘れないために
住民らが残した震災遺構

100 年近く続く女川の味。

震災遺構となった旧女川交番は、
鉄筋コ
ンクリート造りだったが、
東日本大震災
の津波で横倒しに。鉄筋コンクリート造
りの建物が津波で倒壊・転倒した事例は
世界的にも珍しい。遺構の周囲には震災
前の町並みや被害の状況、
復興までの道
のりを伝えるパネルが展示されている。

創業 1925 年。歴史ある水産加工会社
だったが、
東日本大震災で全工場を失っ
てしまう。人気商品〈さんま黒酢煮〉を復
活させるところから少しずつ製造を再開。
大切にしているのは震災以前から守って
きた手作りの“家庭の味”。さんま天日寒
風干しの風景は、
女川の冬の風物詩だ。

新鮮なフルーツのほかに、
野菜や食料品
なども販売する、
住民が日常的に使う青
果店。1939年から女川の町に店を構え、
その歴史は80年以上。観光客に人気なの
は自家製フルーツジュース（350円〜）。
1杯ずつ手作りしてくれるのもうれしい。
女川の町歩きにもぴったり！

うまいマグロを探し、
世界の海で漁をす
る漁船「明神丸」の船主が営む店。インド
洋でとれるミナミマグロやビンチョウマ
グロ、
東部太平洋でとれるメバチマグロ
などを、
厚めに切った刺し身や海鮮丼で
味わえる。脂ののった濃い味わいに驚く
はず。まぐろざんまい丼（1600円）など。

住 宮城県牡鹿郡女川町海岸通り1
☎ 0225-54-3131（女川町役場）
時 見学自由

住 宮城県牡鹿郡女川町女川2-66
ハマテラス5 ☎ 090-9032-2660
時 9:30〜16:00
（土・日・祝〜16:30）
休 水

住 宮城県牡鹿郡女川町女川2-60
シーパルピア女川F25
☎ 0225-53-3348
時 8:30〜17:00 休 月不定休

住 宮城県牡鹿郡女川町女川2-60
シーパルピア女川C14
☎ 0225-50-2088
時 11:00〜14:00、
日・祝10:30〜15:00
休 木
（4〜10月は無休）

絶品のさんま天日干し

※営業時間や休業日は状況により変更が生じる場合があります。最新情報はホームページなどでご確認ください。
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第18回

北海道に愛着やこだわりを持って働く人がいます。今回は、
ユニークな商品を次々と世に送り出す
〈望月製麺所〉。
その背景には、道産小麦の魅力アップを企てる熱い想いがありました。

北海道には179の市町村があります。
それぞれの特徴を表しているのが、
カントリーサイン。
ドライブ中に目にしては、北海道の広さと多様性を実感する、
楽しい標識です。
左列のサインを掲げる市町村を、
右列の施設をヒントに当ててください。

photo: Takuya Kakimoto text: Daisuke Sato

text: Chigusa Ide

Q.

今回の市町村!
C

右列の施設がある市町村のカントリーサインは?
ヒント

1

A

人口増加率は全道No.1
40 年前は約 5000 人だった人口が、
現在は約 1 万人に。さらには、その
うち 15 歳未満の子どもが占める
割合も15 年連続全道 No.1。住み

新千歳空港／千歳市

国際線直結のホテル

くりんこ 〉を使い、具材も北海道

1
30 0
0
%

の麺製品を製造

製麺所﹀︒業務用から市販品まで

産小麦を応援しようと︑道産小麦

泉田さんは︑北海道企業として道

うのが定説だった時代︒奮起した

んでおり︑製麺には適正が低いとい

り組む農家と特別契約を結んだり︑

ブレンドを試したり︑減農薬に取

諦めずに製粉会社と複数の小麦の

見向きもされなかった︒それでも

今年で創業

道産小麦

63

年を迎える︿望月

の麺作りをスタートした︒ 各市町村と協力して︿北の湘南う

1
0
0
%

している︒
﹁ 年以上前︑東京で道

産小麦を使用した道外企業の商品

どん﹀︵伊達︶や︿ほっき節うどん﹀

作り始めてみたところ︑小麦自

やってみてから考える

が よ く 売 れ ているのを 見 て ⁝⁝﹂

ウェブサイトからアンケートにお答えいただくと、
「AIRDOオリジナルグッズ」をプレゼント!

Profile
室蘭市出身。望月製麺所取締役会長、登別
産ホップ研究会結成メンバー。インテリア
デザイナーだったが、
結婚を機に妻・美江さ
んの生家である望月製麺所に入社。独自の
発想と行動力で、道産小麦の可能性を模索
し続けている。mochizuki-seimen.com

︵ 苫小牧 ︶などのご当地麺を製造

ウェブサイト
（www.airdo.jp）にアクセス。抽選でプレゼントが当たります！

3

泉田 覚さん（下の写真中央）

と︑会長の泉田覚さんは悔しがる︒ 体は風味と甘みがあるものの︑や

AIRDOでは Web 会員を随時募集しています。

望月製麺所

したりと︑試行錯誤を繰り返した︒

インフォメーション

5
0
0

製麺

はり評判が悪くラーメン店からは

国から集います。

VOL.28

道産小麦は外国産に比べ色がくす

27

スカイスポーツを楽しむ人々が全

は泉田さんの最新作︒ 年かけて

クイズの答えは
41ページに
あります。

ケの稚魚の放流体験もできます。

した。雪解け後の 4 月下旬以降は、

本 は 瞬 時 に 完 売︒
﹁自

A.

期間に、ココにある水族館ではサ

かわスカイパーク 〉が整備されま

同店の名物となっている︒またト

?

滑空場と公園が一体化した〈 たき

その裏には﹁農家さんと共に道産

自然現象が起こることが。また同

富んだ場所。この地の利を生かし、

育てたホップを使用した華やかな

山が美しく映る「鏡」と呼ばれる

川と空知川が出合う、風の変化に

エール

低い早朝、べたなぎの湖面に空や

に増毛山地や日本海があり、石狩

ペ ー ル

にある国立公園の湖では、気温の

コンセプトは「空の波打ち際」。西

ッ

トップクラスの設備

ペ

3 月上旬から 5 月上旬まで、ココ

マトラーメンの試作中に︑余った

ㇽ

サケがシンボルのまち

たきかわスカイパーク／滝川市

小麦を盛り上げたい﹂という泉田

プ

C

香りと爽やかな苦みが話題を呼び︑

ヌ

ヒント

3

トマト・シシリアンルージュから酢

グルメを堪能できます。

さんの強い想いと意地がある︒

ので景観が変わるのも特徴です。

を作ることができると知るや否や︑ 初 回

やスパイスカレーなどの北北海道

発想は形にする場が必要だ︒室

もりを感じながら、旭川ラーメン

誇り、輪作のため毎年場所が移る

分 た ちの 手 元 にほ と ん ど 残 ら な

ドコート〈 そらいち 〉では木の温

は必見！ 日本有数の作付面積を

かった﹂とまた悔しがるのだった︒

背景に黄色い花が埋め尽くす風景

事務所内に酢の研究所をつくり醸

空間に生まれ変わりました。フー

造するなど︑好奇心を行動に移す

ル、
旭川家具を配し、
より魅力的な

が見頃を迎えます。残雪の山々を

?

99% 以上の高い就航率を誇る旭
川空港。2019年9月にリニューア

蘭市にあるラーメン店︿鉄平﹀は︑

中旬から 6 月上旬まで菜の花畑

豪雪地帯であるにもかかわらず、

発案した新しい麺を試す実験場を

木の風合いを実感

次はどんな形で驚かせてくれるの

菜種栽培が盛んなココでは、5 月

旭川空港／東神楽町

早さは人一倍だ︒昨年末に発表さ

B

兼ねてオープンした︒希少昆布を

話題にあふれています。

か︑興味は尽きない︒

北海道 〉が登場。いつでも楽しい

﹀
れ た︿ NUPURPET PALE ALE

たておにぎりの専門店〈 吟しゃり

仲間と乾杯するために始めたホップ作りが、
登別市を巻き込む事業に成長（右）。市販品はWebでも購入可能。道外飲食店から特注麺の依頼も多い（中）。
「Ⓜ専用
粉」と書かれた袋は望月製麺所の特注ブレンド（左上）。多いときで1日約1万食を製造。製麺から袋詰め、
賞味期限の印字まですべて自社で行っている（左下）。

練 り 込 ん だ︿ ヤ ヤ ン 昆 布 麺 ﹀は︑

の幸を中心に取りそろえた、でき

じめ多種多様な農産物も魅力です。

味付けジンギスカンも有名

近年は、国際線ビルにホテルや多

2月には、北海道産の特Ａ米〈 ふっ

手の農家も活躍。アスパラガスをは

ヒント

2

道内一の広さを誇る新千歳空港。
目的ホールもオープンしました。

やすく活気があるココは、近年、若

?

B

A

入会費・年会費無料。AIRDO Web会員の詳細は41ページをご覧ください。
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就航当時の初代JA98ADの機体デザイン。

さま ざまな思いを乗せ
北の空に飛び立った

が

A
I
R

本のライ

J
A
98
A
D 2

真新しい機体にのびるブルーと

イエローの真っすぐな

月のこ

A
I 7
R
D
O

ン︒私たちの

年

1
9
9
8

D
O

のホームである新千歳空港に

到着したのは

とだった︒社員たち︑

を応援してくださる方々が︑待ち

に待っていたのは言うまでもなく︑

空港ではそれぞれの思いが込めら

れた視線が一機の機体に向けられ

ていた︒飛行機の停止後︑当時の

副社長・濱田輝男が前方ドアから

がホームで歓迎さ

J
A
98
A
D

両手を振ってタラップ上に出てき

た︒

れる光景︒副社長の目には涙がに

の機体

J
A
98
A
D

じんでいた︒

その日以降︑

を使ってさまざまな訓練が行われ

た︒毎回の訓練が終了するたびに

客室乗務員たちは機内を念入りに

清掃し︑新品でピカピカの飛行機

秋には実機飛行訓練が始まった︒

が日

J
A
98
A
D

を大切に丁寧に扱った︒

まだ訓練とはいえ

本の空を飛び始めたのだ︒運航乗

務員と客室乗務員が一緒に搭乗し︑

J
A
98

実運航を想定して道内外各空港間

を一日に何度も飛行する︒

A
D

はこのハードな訓練をものと

便

A 20
A D
I O
R 11
D

もせず︑頼りになる一面を見せて

12

くれた︒

そしていよいよ 月 日の就航

初日︒羽田を離陸する

の機内では︑パーサーの﹁

初便は北の空に向けて︑間もな

く離陸します﹂というアナウンス

が流れ︑離陸の瞬間には拍手が沸

き起こった︒北海道の空に向け機

首を上げる姿を見守る社員たちの

が
﹁北海

目には︑さまざまな思いが交錯し

た涙︑涙⁝⁝︒

道の翼﹂として︑ついにスタート

地点に立った瞬間であった︒

A
I
R
D
O

O

J
A
98
A
D

AIRDO初号機退役

ありがとう
「JA98AD」
。
1998年12月に初就航したAIRDOの初号機「JA98AD」が
その役目を終え、
2021年1月に最後のフライトを迎えました。
就航当初の思い出を、
初号機就航に立ち合ったCAが振り返りました。

「ありがとうツアー」
を開催
AIRDO の初号機（ボーイング 767-300ER

ラストフライトを見送って

に相当する約 4300 万キロにものぼります。

ラストフライト終了後は、社員が感謝の気

型機・JA98AD）は、2021年1月20日ADO20

これまでご愛顧いただいたことへの「感謝

持ちを込めて「最後の機内清掃」を行ったほ

くれた大切な飛行機です。コロナ禍の最中に

便をもってラストフライトを迎えました。1998

の気持ち」とともに、JA98AD が通年運航し

か、機体にメッセージを記入するなど、各々が

私は新千歳空港で見送りました。ゲートでの

ラストフライトを迎えてしまったことは残念

年12 月20日に初就航、以降 22 年間にわたり

た羽田−函館・旭川・新千歳空港を巡る復刻フ

JA98ADとの特別な時間を過ごしました。

ご挨拶の後、社員たちと横断幕を掲げ、遠ざ

ですが、このような厳しい時に、創業の精神、

「北海道の翼」としての役割を担ってきた AIR

ライト「ありがとうツアー」を 2021 年 1 月

AIRDOの原点であり、たくさんのお客様に

かっていく JA98AD に手を振って別れを告

創業の苦労を思い起させてくれたことに感謝

に実施しました。ラストフライトを含む 4 日

ご利用いただき、親しんでいただいたJA98AD。

げました。周りからは、
「ありがとう」という

しています。われわれ AIRDO はこのコロナ

創業時から今日まで AIRDOとともに歩んだ

間全 9 便で行われ、
客室乗務員は初代制服
「サ

創業メンバーが初号機に込めた想いをしっか

社員の声が何度も聞こえ、私は涙をこらえる

禍という苦難を必ず乗り越えていきます。こ

JA98ADは当社の歴史そのもの。22年間の総

ロペット」を着用して乗務し、ご搭乗のお客様

りと引き継ぎ、これからも AIRDO は「北海道

ことができませんでした。AIRDO が誕生し

れからも「北海道の翼」AIRDO を応援してい

飛行時間は 6 万 122 時間 4 分、総着陸回数は

には就航当時の航空券をモチーフにした「搭

の翼」として大空を飛び続けてまいります。

てから、いい時もそうでない時も支え続けて

ただきますよう心からお願い申し上げます。

4 万8272 回、総飛行距離は地球約1079 周分

乗証明書」をお配りしました。

JA98AD がラストフライトに飛び立つ日、

DO の顔ともいえる存在です。

株式会社 AIRDO 代表取締役社長

草野 晋

AIRDO INFORMATION

係員はバッジを着用しています。
詳しくはウェブサイトをご覧ください。

お見かけの際はお気軽にお声がけください。

www.airdo.jp
北海道観光マスター

TOPIC

4

北海道フードマイスター

期間限定！ 特別価格！

TOPIC

期間中のご搭乗で 2 種類の
お得なフリーパスが購入可能！

1

詰め合わせ」
などのプレゼントが当たるキャンペーンも実施中！

旭川

網走

滝川

知床斜里
川湯温泉

美瑛

岩見沢

富良野

小樽
札幌

追分

南千歳 新夕張 新得 帯広

（有効期間：4日間）
〈AIRDO きた北海道フリーパスSP〉

根室
釧路

東釧路

小樽

旭川

新千歳空港
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美瑛

岩見沢
札幌

北海道

AIRDO
発売箇所
新千歳空港駅
旭川駅
帯広駅
釧路駅
北見駅･網走駅

富良野
追分
南千歳

SP
対象便
新千歳空港到着便
旭川空港到着便
帯広空港到着便
釧路空港到着便
女満別空港到着便

北海道

発売箇所
新千歳空港駅
旭川駅

深川
滝川

取 組

行

。

TOPIC

北海道
AIRDO
SP
大人¥9,800、子
¥4,900

AIRDO

留萌

※AIRDO
、
新型
感染症拡大防止 向
https://www.airdo.jp/information/infection-control/

SP

発売箇所

釧路湿原

稚内

https://www.airdo.jp/plan/fare/special/

摩周

新千歳空港

フリーエリア

航空券のご購入はこちら

〜2021年3月31日(水)

北海道
AIRDO
大人¥9,800、子
¥4,900

遠軽
北見

発売期間

発売額

（有効期間：5日間）
〈AIRDO ひがし北海道フリーパスSP〉
上川

AIRDOスペシャル好評発売中！

GWや夏休み・秋の連休のご予約が可能です。ご旅行・ご出張の際に、ぜひご利用ください。

さらに、
フリーエリア内の対象施設でおトクな特典をご利用いただけるほか
「牛の里ビーフハンバーグ
「知床半島沖斜里産 きんきの味わい鍋セット」

10月30日（土）ご搭乗分まで購入可能！

オトクな
〈AIRDOスペシャル〉
が、10月30日
（土）
ご搭乗分まで購入可能！ いまから、

フリーエリア内の特急・快速・普通列車の普通車自由席に乗り降りが自由。

フリーエリア

AIRDOからのお知らせやキャンペーン情報を皆様にお伝えします。

サービス介助士

2
期間
〜7月8日(木)

学生の皆さんの就職活動を応援！

就活生だけのお得な割引運賃発売中！
利用条件
利用申請
大学院･大学･短期大学･高等専門学校等 在籍
就職活動中 学生 適用。
搭乗手続 時 在籍
学校 発行
利用承認書 公的機関 発行
学生証
顔写真付
● AIRDO Web会員
「My AIRDO」 会員
。
本人確認証憑 提示 必要。

●
●

※利用方法･詳細 、AIRDO Web

覧

。https://www.airdo.jp/plan/fare/recruit/

SP
対象便
新千歳空港到着便
旭川空港到着便

TOPIC

3

AIRDO ONLINE Service 終了のご案内

購入方法
上記発売箇所
(※搭乗日当日

●

、
AIRDO 「 搭乗案内」
) 提示
場合 適用。

※ANA便名(47〜、48〜 始

4

便名) 対象外。

● 有効期間開始日 搭乗日当日
翌日
。
詳
覧
。
JR北海道
https://www.jrhokkaido.co.jp/travel/freepass_airdo/

AIRDOでは2016年10月より、LINEを通じてご搭乗いただける
を提供してまいりましたが、
このたび、
「AIRDO ONLINE Service」
諸般の事情により、
サービスを終了させていただくことになりました。
サービス終了日

2021年3月31日(水)

終了対象サービス

AIRDO ONLINE Service

4月1日以降、当
搭乗 際
AIRDO便

利用
皆様
、 不便
詫
。
長
利用、
誠

AIRDO Web

利用

AIRDO Web

願

申 上

、
。

。
https://www.airdo.jp/

、
、AIRDO LINE公式
4月以降
継続 、
引 続 皆様
情報提供 努
今後
愛顧
願 申 上

。
。
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安全運航のため、
ご理解・ご協力をお願いいたします。
For your safety, your cooperation will be greatly appreciated.

機内の安全を阻害する行為について
航空機の安全を阻害する行為のほか、機内の乗客・乗員や機器に危害を
及ぼしたり、機内の秩序や法律を乱したりする行為は「航空法第 73 条

の 3」で禁じられています。特に国土交通省が定めた以下の行為につい
ては、機長の命令に背き行為を中止しなかった場合、50 万円以下の罰
金が科せられます。

1 乗降口または非常口などの扉の開閉装置を操作すること
2 化粧室で喫煙すること
※「喫煙」
には、
電子タバコや加熱式タバコなど、
蒸気を発生させるものも含む

3 乗務員の職務を妨害し、安全の保持などに支障を及ぼす恐れがある
行為をすること

4 禁止された電子機器を使用すること
シートベルトを着用しないこと
5 指示に従わず、

6 離着陸時に、テーブルと座席のリクライニングを元に戻さないこと
7 非常脱出の妨げになる場所へ手荷物を放置すること
を操作、
移動させること
8 非常用の装置または器具（救命胴衣や消火器など）

安全なご旅行のために

Behavior that jeopardizes the safety of
the aircraft is prohibited by law.
Article 73-3 of the Civil Aeronautics Law of Japan prohibits the following
behavior:
Jeopardizing the safety of the aircraft, endangering its passengers and
their properties, disrupting the order of the cabin, breaking the rules of the
cabin; especially regarding following behavior, as decreed by the Japanese
Ministry of Land, Infrastructure, Transport, and Tourism, owing to the
special circumstances onboard an aircraft, in the event that such behavior
is continued against the orders of the Captain, a fine of up to 500 000 JPY
will be charged.
1. Operating the opening / closing devices of cabin doors / emergency
exits
2. Smoking* in the lavatory
*This includes the use of smoking devices that generate vapor.
3. Behavior that interferes with the duties of the crew, which may hinder
the safety of the aircraft
4. Using an electronic device whose use is prohibited
5. Not wearing a seat belt despite being instructed to do so
6. Not returning the seat back and table to their original position despite
being instructed to do so
7. Leaving baggage where it might obstruct an emergency evacuation
8. Operating or moving emergency equipment (such as life vests and fire
extinguishing equipment)

機内での電子機器の使用について
乗降口閉鎖
Door is closed

作動時に電波を発信する
状態にある電子機器
使用可能

使用可能

について、以下のとおり定めています。

作動時に電波を発信する状態にあるものは、出発時「航空機の乗降口が閉まった時」
から
「着陸後の滑走が終了する時」
までご使用いただけません。
機内モードなどの電波を発信しない状態にするか、電源をお切りください。
［B737-700］
●航空機外の設備と無線通信を行う状態にある以下のもの
携帯電話（スマートフォン含む）
・PHS・パーソナルコンピュータ・携帯情報端末・
電子ゲーム機・携帯型データ通信端末
●トランシーバー●無線操縦玩具●無線式マイク
※機器同士のBluetooth接続（無線式マウスや無線式ヘッドホンなど）
や
Wi-Fi接続（電子ゲーム機など）は常時ご使用になれます。

化粧室内を含む全席での喫煙および火気使用は、火災につながる恐れがあるので固くお断りします。感知器
が作動した場合、引き返しや近くの空港への緊急着陸など重大な事態に至ることがあります。電子タバコや
加熱式タバコなどの蒸気を発生させる喫煙器具も、化粧室内を含め、機内での使用は禁止されています。

タバコ
Cigarette

電子タバコ
E-Cigarette

［B767-300］
●携帯電話
●PHS●パーソナルコンピュータ●携帯情報端末
（スマートフォン含む）
●電子ゲーム機●携帯型データ通信端末●トランシーバー●無線操縦玩具
●無線式マイク●無線式ヘッドホン●無線式イヤホン●電池式ICタグ
●その他、
ほかの電子機器と無線通信を行う機能を有するもの
※機器同士のBluetooth接続（無線式マウスや無線式ヘッドホンなど）
や
Wi-Fi接続（電子ゲーム機など）はご使用になれません。

・ペースメーカーなど、
医療機器に影響を及ぼす恐れがある場合は、
電子機器の使用をお控えいただくことがあります。
また、
機長の判断により使用可能な時期であっても、
電子機器の使用をお控えいただくことがあります。
・電子機器の状態の確認のため、
客室乗務員が声をおかけすることがあります。
・緊急時脱出の妨げとなる電子機器類（大型のノートパソコンなど）は、
離着陸時はご収納ください。
・携帯電話での通話は周りのお客様のご迷惑となりますのでお控えください。

お手荷物について
機内安全のため、持ち込み手荷物削減にご協力をお願いいたします。

使用可能

使用不可

作動時に電波を発信しない
状態にある電子機器

国土交通省の告示で
「航空機の運航の安全に支障を及ぼす恐れのあるもの」

禁煙のお願いと火気使用について

着陸後の滑走が終了
Taxing

機内に持ち込めるお手荷物は、身の回り品（ハンドバッグ、カメラ、

Regarding the use of electronic
devices within the aircraft
Types of electronic devices may differ depending on how an aircraft is
shielded against radio waves. Please check the aircraft type you will board.
[B737-700]
• The following, which conduct wireless communication with facilities
outside the aircraft: Cell phones (including smart phones) / PHS / Personal
Computers / Personal Digital Assistants / Electronic game devices /
Portable data communication devices
• Transceivers • Remote controlled toys • Wireless microphones
* If the wireless communications is not directed “outside the aircraft”, such
as Bluetooth connection between devices (wireless mice and wireless
headphones etc.) and Wi-Fi connection (of electronic game devices etc.)
they can be used at any time.
[B767-300]
• Cell phones (including smart phones) • PHS • Personal Computers
• Personal Digital Assistants • Electronic game devices • Portable data
communication devices • Transceivers • Remote controlled toys
• Wireless microphones • Wireless headphones • Wireless earphones
• Battery operated IC tags • Other devices that communicate wirelessly
with other devices
* No wireless communication within the aircraft is allowed (Bluetooth
connections between devices and Wi-Fi connections etc.).
The use of the above electronic devices is restricted from the time of
departure when the cabin doors are closed, to when the aircraft has
finished taxiing after landing. Please make sure that your devices are set to
not emit radio waves by the time the cabin doors are closed.
Please stow large electronic devices under the seat in the front of you so
that it does not block escape in an emergency.
We may ask you to discontinue using your device if the Captain decides
the safety of the flight is at risk, even if it is a period that they can be used.

傘など）のほか、下記の条件のお手荷物 1 個となります。なお、下
記のサイズ以内のお手荷物の場合でも、客室内に収納できない場合

機内持ち込み制限品の取り扱いについて

には、お預かりの手荷物として貨物室に搭載させていただく場合が
ありますので、ご了承ください。下記のサイズを超えるお手荷物

（キャリーバッグ、ベビーカー、土産袋など）はお預けください。
サイズ

3辺の合計が115cm以内（55cm×40cm×25cm以内）

重量

おひとり様10kg以内

33

10㎏以内
例1：
H＝40cm以内
W＝55cm以内
D＝25cm以内

10㎏以内
例2：
H＝55cm以内
W＝40cm以内
D＝25cm以内

喫煙用ライターはおひとり様1個に限り、
持ち込みができます（オイルタンク式ライター、
プリミキシングライターなどを
除く）。ハサミ・ナイフ類、
その他凶器となり得る物品をお持ちの場合は、
手荷物カウンターでお預けいただくか、
「放棄品
箱」へ廃棄願います。花火や引火性物質などの危険物は、
航空機への持ち込みおよびお預かり手荷物としての取り扱いはで
きません。危険物を所持している場合は、
出発保安検査場に設置されている「放棄品箱」に廃棄願います。詳しくは国土交通
省のホームぺージ（ホーム＞航空＞航空機を利用される方へ＞航空機への危険物の持込みについて）をご確認ください。

ハサミ

カッター

花火
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安全運航のため、
ご理解・ご協力をお願いいたします。
For your safety, your cooperation will be greatly appreciated.

緊急脱出時のご協力のお願い
緊急時は客室乗務員の指示に従って落ち着いて
脱出してください。
非常口座席にお座りのお客様は
緊急脱出時に援助をお願いします。座席のポケットにある
「非常口座席のお客様へ」
を確認し、
必ず出発前までに援助内容を確認してください。
不明な点があれば、
客室乗務員にお尋ねください。

Please cooperate during
an emergency evacuation
In the unlikely event of an emergency, please follow the instructions of the cabin crew and remain calm.
Customers sitting near an emergency exit will be asked to give assistance during an emergency evacuation. Please check the card
“[EXIT SEATING] IF YOU ARE ASSIGNED TO EXIT ROW SEAT…”
in the seat pocket, and be sure to confirm the details concerning
assistance before takeoff. If you have any questions, please ask a
flight attendant.

安全なご旅行のために

機内でのお願い

快適にお過ごしいただくために

出発時の機内非常用設備に関するご案内
（ビデオ上映、客室乗務員
デモンストレーション）
にご注目ください。
安全に関する客室乗務員の案内に
ご協力をお願いします。

● 手荷物収納時や取り出しの際に手荷物が落

下し、負傷する事象が発生しています。手荷

物の収納、取り出しの際はご注意ください。手

荷物は前の座席の下にも置いていただけます。
● 水筒やペットボトルは上の棚に入れずに

シートポケットをお使いください。

Requests while in the cabin

Q なぜ上の棚に入れてはいけないの？
A 上空では気圧の関係で膨張し、蓋が緩

緊急脱出時のお願い

Request for assistance during
an emergency evacuation

● 速やかに、また安全に脱出するために、手荷
物は持たないでください。撮影は禁止です。ハ
イヒールは脱いで脱出してください。

To ensure a rapid, safe evacuation, leave
behind all hand luggage. You cannot
assume the correct escape posture if
you are carrying hand luggage. Hand
luggage may get caught in the seat and
impede your escape. Photography and
video recording are prohibited when
you evacuate. Remove high heels before
evacuating.
Before sliding down the evacuation
chute, spread your legs to shoulder
width, put your arms in front of you, and
tilt forward as much as possible.

Q なぜ手荷物を持って脱出してはいけないの？
A 手荷物を持っていると、正しい脱出姿勢が

とれません。また、手荷物が座席に引っ掛か
るなど、脱出の妨げになることがあります。

Q なぜハイヒールは脱がなければいけないの？
A ハイヒールで脱出用シューターを破損してし

まう恐れがあります。

● 脱出用シューターを滑る際は、足を肩幅に広
げ、両腕を前に出してできるだけ前傾姿勢をとっ
てください。
● 脱出後は飛行機から離れてください。
● 客室乗務員が援助のお願いをさせていただく
場合があります。
● 脱出用シューターの脇に立ち、後から滑り降

りてくる人の腕を引き起こしてください。

After evacuating, move far away from the
aircraft.
A flight attendant may ask you to provide
assistance during an emergency evacuation. Please cooperate with the flight
attendant at that time.
During an emergency evacuation, please
encourage others by saying, “Stay calm,
it will be OK.” Stand by the side of the
chute and assist the person who slides after you by pulling on that person's arms.
Tell them to distance themselves from
the aircraft by saying, “Move far away.”

● 飛行機から離れるように「遠くへ逃げて」と

● リクライニング使用時は後ろのお客様への
ご配慮をお願いします。
● テーブルの出し入れはゆっくりと行ってくだ
さい。

For your comfort
There have been incidents where luggage
has fallen and caused injury to others while
passengers were stowing and removing hand
luggage. Please take care when stowing and
removing your hand luggage.
Hand luggage can also be placed under the
seat in front of you.
Water bottles and PET bottles that have
already been opened are susceptible to
leaking due to changes in air pressure during
the flight. Please refrain from stowing them in
the overhead compartment, and use the seat
pocket instead.
Please be mindful of the person behind you
when reclining your seat.
Please take care when opening and closing
the table.

お子様をお連れのお客様へ
● シートベルトの金具やひじ掛け、収納式
テーブルに指を挟まないようにお気をつけく
ださい。化粧室の扉、ごみ箱の蓋に指を挟ま
ないようにお気をつけください。

声をおかけください。

●「大丈夫！ 落ち着いて！」とお客様同士で声を
おかけください。

● 同じ座席列に複数名の幼児は着席いただ
けません（座席を確保している場合は除く）
。

Q なぜ幼児は同じ座席列に 1 名までなの？
A 減圧時の酸素マスクは座席数プラス 1 個
（2 列席は 3 個、3 列席は 4 個）ついており、
座席のない幼児が 2 名以上いると足りなく

出発に際し
● 所定の座席にお座りにな
り、シートベルトをお締めくだ
さい。皆様の着席を確認し
た後、飛行機は出発します。

ドア操作中の
お手伝いについて

Passengers with children
Please take care that your
child’s fingers do not get
pinched by the seatbelt buckle,
the armrest, or the folding
table. Please also take care that
your child's fingers do not get
caught in the lavatory door or
waste bin lid.
There is one more oxygen
mask than the number of seats.
Because of the limited number
of oxygen masks, no more than
one infant may sit in the same
row (except when individual
seats are secured).

Before takeoff
Please take your assigned seats and fasten
your seatbelts. The
airplane will take off after we confirm that all
passengers are seated.

Assistance in
operating doors

● 飛行機の出発時、到着時
は客室乗務員がドア操作を
実施します。お手伝いの必要
なお客様へはドア操作実施

The cabin crew will operate the doors before
takeoff and upon landing. After performing
the door operations, the
cabin crew will come
to provide assistance to
passengers requiring it.

シートベルト
着用サイン点灯中

When the
seatbelt sign is on

後にお手伝いに伺います。

乗務員より

Message from the crew

● 急な揺れに備え、座席で
は常 時シートベルトをお 締
めください。毛布をお使い
の場合は毛布の上からシー
トベルトをお締めください。
シートベルト着用サイン点灯
中は揺れが予想されるため、
座席をお立ちにならないよう
お願いします。化粧室の使
用はシートベルト着用サイン
消灯中にお願いします。

緊急事態発生時には皆様のご協力が大きな力になります。
ご協力をお願いいたします。

Having everyone’s cooperation during an
emergency evacuation can make a significant
difference. We look forward to your cooperation.

● ご用のあるお客様はシー
トベルト着用サイン消灯後に
対応させていただきます。

なってしまいます。
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Please pay attention to the pre-takeoff briefing
concerning emergency equipment in the aircraft (video
and demonstration by flight attendants). Please pay
attention to the safety information provided by the
flight attendants.

んでいると水漏れするケースがあります。

Keep your seatbelt
fastened at all times
in case of sudden
turbulence. If you are
using a blanket, secure
your seatbelt over the
blanket. While the seatbelt sign is turned on,
please remain in your
seat as turbulence can
be expected. Please
use the lavatory when
the seatbelt sign is off.
Flight attendants will
attend to passengers
seeking service once
the seatbelt sign is
turned off.
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択捉島

札幌

植樹等森林整備活動を実施しているエリア
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大きさの目安

5cm

北海道スープ2種セットの縦サイズ
スキンケアオイルセットの縦サイズ

10cm

15cm

20cm

25cm

CA ベア・ドゥぬいぐるみの全長

INFLIGHT SALES

オニオンスープの縦サイズ

機内販売

リフレクターの縦サイズ
リップクリームの縦サイズ

機内では、北海道にこだわったAIRDOオリジナルグッズも販売しております。

CA ベア・ドゥぬいぐるみ

リフレクター

Bear Do The Flight Attendant Teddy Bear

Reflector Keychain

Bear Do 空姐泰迪熊／Bear Do 空姐泰迪熊
Bear Do 승무원 테디베어

反光钥匙扣／反射板鑰匙扣
리플렉터 열쇠고리

¥2,000

¥700

サイズ：全長約21cm ※制服は着脱可能

サイズ：縦約7.5cm×横約6.3cm、
ボールチェーン全長約14cm

大人気ベア・ドゥが
CAユニフォームで登場

夜道でキラリと光る
実用的なキーホルダー

大人気だったパイロットのベア・ドゥに続

表はベア・ドゥの部分、
裏は全面がリフレ

いて、
CA姿のベア・ドゥが登場。スカート
のスリットにはAIRDOカラーが。袖口も
実際のユニフォームを精巧に再現してい
ます。従来になく自立するのもポイント。

ライトを反射して光るので、
お子様のバッ
グやリュックなどにつけて交通安全グッ
ズとしても。裏に名前も入れられます。

北海道スープ2 種セット

スキンケアオイルセット

Cup Soup 2 Flavor Set (Onion, Potato)

Horse Oil Face and Body Balm

北海道浓汤组合
（两种）
／北海道濃湯組合
（兩種）
홋카이도산 야채 컵스프 2종 세트(양파, 감자)

护肤油组合
（五个装）
／護膚油組合
（五個裝）
고보습 말기름 5개 세트

¥1,000

¥1,000

じゃがバター6.5g×15本
内容量：たまねぎ5g×15本、
パッケージサイズ：縦約14.5cm×横約15.3cm×奥行約4.5cm
※お持ち帰りのうえ、お召し上がりください。

（ナチュラル、
グレープフルーツ、
ダマスクローズ、
内容量：5個
ラベンダー、
ペパーミント各1個） パッケージサイズ：直径約4.5cm、
外箱 縦約11.2cm×横約11.2cm×奥行約2.2cm

北海道の野菜が
しっかり味わえるスープ

さらっと溶けて、
しっとりさっぱりの馬油

北海道北見地方産のたまねぎの旨みが凝

馬油やミツロウなど、天然成分のみを

縮したオニオンスープと、
北海道産のじゃ

使った高保湿のスキンケアオイル。
〈 北海

がいもとバターを使用した、
なめらかな

道純馬油本舗〉が高濃度純粋精製法で丁

とろみのじゃがバタースープの2種セット。

寧に作っています。入浴後の保湿や、
男性

朝食にも、
お料理の隠し味にもどうぞ。

の髭剃り後、
赤ちゃんにもおすすめです。

オニオンスープ

コロク リップクリーム

Cup Soup Onion

Lip Balm

北海道产洋葱汤／北海道產洋蔥湯
홋카이도산 양파 컵스프

润唇膏／潤唇膏
립 크림

¥500

¥1,000

内容量：たまねぎ5g×15本
パッケージサイズ：縦約12.2cm×横約8.2cm×奥行約4cm
※お持ち帰りのうえ、お召し上がりください。

内容量：3個
（ミント、ハマナス、
スズラン各1個）
パッケージサイズ：縦約6.8cm×横4.8cm

北海道北見地方産の
たまねぎの豊かな風味

北海道の自然成分で
唇をやさしく保湿

全国一の収穫量を誇る北海道北見地方産

自然素材を使った
〈 Coroku（コロク）
〉の

のたまねぎから抽出したエキスを粉末化し、

リップクリーム。ミント、
ハマナス、
スズラ

約40％も配合したオニオンスープ。その

ンの 3 種の香りが楽しめます。ビタミン

ままでも、
カレーや煮物などの味を引き立

Eを豊富に含む、北海道北竜町産のヒマ

てる調味料としてもお使いいただけます。

ワリ種子油が、
唇に潤いを与えてくれます。

※予告なく販売商品を変更する場合がございます。 ※各商品とも消費税込みの価格です。 ※写真内の小道具は販売商品に含まれません。

※写真は実際の商品と異なる場合がございます。 ※販売数に限りがございます。
ご了承ください。

※「大きさの目安」
は多少の誤差が生じる場合がございます。
ご了承ください。 ※新型コロナウイルス感染拡大防止の措置として、販売の実施を控える場合がございます。

39

クターになっているキーホルダー。車の

※お支払いは現金のみとさせていただきます。 機内販売商品購入時に、
客室乗務員へAIRDOカードをご提示いただくと、
合計金額から以下のとおり値引きいたします。
合計金額1,001〜2,000円は200円引き、
合計金額2,001〜3,000円は300円引き。
以降1,000円加算ごとに値引き額を100円加算いたします。
合計金額500〜1,000円は100円引き、
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My AIRDO / AIRDO ONLINE Service

DRINK & AUDIO PROGRAM
お飲物と機内オーディオ案内

AIRDOをさらに便利に、お得にご利用いただくためのご案内

北海道にこだわった飲み物をご用意しております。お気軽にお近くの客室乗務員に声をおかけください。

AIRDOがセレクトしたオリジナルの音楽番組をお届け。機内で北の音楽をお楽しみいただけます。

AUDIO PROGRAM

My AIRDO

AIRDO ONLINE Service

「My AIRDO」
とは、会員専用ページで簡単にご予約ができ、
ご搭乗で貯めたAIRDOポイントを特典航空券に交換できる
AIRDOのWeb会員サービスです。

「AIRDO ONLINE Service」
は、
あなたの旅のコンシェルジュ。
旅のご提案から搭乗のサポートまで、いつもあなたのそばに。
頼れる旅の味方です。

※通信にかかる費用は、お客様のご負担となります。

AIRDO ポイントを貯めて
特典航空券と交換！（DO マイル）

インターネット予約キャンセル
待ちサービスの利用が可能！

ご利用いただく搭乗日・区間・便ごと

ご希望のフライトが満席の場合、My

ます。

AIR DO 会 員 の 方 限 定 で AIRDO
Web サイト（PC・スマートフォン）よ

に必要な AIRDO ポイント数が異なり
※搭乗ポイントの有効期限は、最終搭
乗日の翌日から 2 年間です。新しくご

搭乗いただいた AIRDO ポイントが有

効期限日までにマイページへ反映され

た場合、都度有効期限が更新されます。
※ボーナスポイントの有効期限は更新

されません。

※特典航空券ご利用日において、有

効期限が過ぎているポイントは使用で

きません。

り予約キャンセル待ちをお申し込みい
ただけます。座席がご用意できた場
合は、メールでご連絡いたします（一
部の運賃は預かり期限当日のメール
が送信されません）
。

道民会員の登録が可能！

My AIRDO 会員に限り、道民割引運
賃をご利用の際に必要な「道民会員
登録」が可能です。

航空券の予約＆購入がスムーズ！

My AIRDO にログインすると、名前
や電話番号などの基本情報が自動表

指定を済ませていれば、予約照会をし

をゆるく発信していきます。あなたの

て、搭乗に必要な 2 次元バーコード

旅のよりみちをお手伝い！

を LINE で取得できます。保安検査場
でも搭 乗 口でも、AIRDO なら LINE
でかざしてスマートに。空の旅が、さ
らにシンプル・手軽になります。
2

My AIRDO 会員連携

5 予約確認・購入・座席指定 ＊2
6 運航の見通し ＊2
7

プログラム

My AIRDO会員ログイン ＊2

亜麻色の髪の乙女（new version）

リッケンバッカー

島谷ひとみ（エイベックス）

Birthday
Ghost like girlfriend

していた確認メッセージを LINE でお

ビスおよび搭乗サポートサービスの提

雪月花

Web サイトに移動します。

B

2

C

湘南乃風（テレビ朝日ミュージック）

東神楽町

滝川市

千歳市

旭川空港があるのは、
実は東神楽町。花の町
として有名で、
町花のツ
ツジも描かれています。

グライダーと、滝川市
出身の黒柳朝さんの言
葉から市の花になった
コスモスをデザイン。

新千歳空港と離陸する
飛行機。背景には支笏
洞爺国立公園の山々が
イラストになっています。

北海道产洋葱汤
北海道產洋蔥湯
홋카이도산 양파 컵스프

日式绿茶
日式綠茶
일본 녹차

北海道北見地方産の
たまねぎで作る人気の味。

国産茶葉100%使用の
香り高い緑茶飲料。

COLD

お弁当ばこのうた〜あなたへのお手紙〜

の提供となります。

振り子

半﨑美子（日本クラウン）

Uru（ソニー・ミュージックレーベルズ）
［テーマ曲］

Voyage

高本一郎（Zipangu）

私をたどる物語

script: こばやし さかえ

1ch

ミネラルウォーター

アップルドリンク

Mineral Water

Apple Juice

矿泉水／礦泉水
홋카이도 미네랄 워터

苹果汁／蘋果汁
사과 주스

北海道大雪山のふもと、
上川町の天然水。

指定農園果実を使った、
芳醇な味わいとやさしい甘さ。

NHK第一放送

ラジオ
放送

当日のニュースや生活情報を配信していま
す。
※一部機種ではお聴きになれませんの
でご了承ください。

〈北のブランド金賞〉とは、北海道内でこだわりをもって開発された製品を札幌
商工会議所が〈北のブランド〉として認証しており、その中でも、すでに市場か
らの高い評価を確立し、地域を代表する製品を「金賞」として認証しています。

各種サービスについて

※ AIRDO では、環境に配慮してイヤホンを洗浄・殺菌し、再利用しています。お降りになる
際、回収にご協力ください。皆様のご理解、ご協力に感謝いたします。 ※機材により、表
記内容と実際のプログラムが異なることがございます。 ※上空で上映する映像は、2 また
は 3ch で音声がお聴きになれます（機内サービス、機内販売の映像は除く）
。 ※ご不明な

▶AIRDO様用ノベルティステッカー4種

※シートベルト着用サイン消灯時にご利用になれます。 ※数に限りがございますので、
品切れの際はご了承ください。 ※内容、
銘柄、
価格については変更する場合がございます。
※運航状況により、
サービスが実施できない場合がございます。
※機内で提供・販売する食品のアレルギー情報が必要なお客様は、
客室乗務員にお尋ねください。
※新型コロナウイルス感染拡大防止の措置として、
各種サービスの実施を控える場合がございます。

対象とされる、
お客様によってデザインとシールの形を変更し、
バリエーション豊かなステッカーをデザインしました。
「お客様が選ぶ楽しみ」
というコンセプトも踏まえて、
全てのデザインを全く違うイメージに仕上げています。

Token of thanks for eco

Token of
thanks for eco

▶AIRDO様用ノベルティステッカー4種

Boarding Pass

AIRDOのエコ活動について
対象とされる、
お客様によってデザインとシールの形を変更し、
バリエーション豊かなステッカーをデザインしました。
「お客様が選ぶ楽しみ」
というコンセプトも踏まえて、
全てのデザインを全く違うイメージに仕上げています。

AIRDOでは環境に配慮した取り組みを行っております。
女性・子供向けデザイン
（正円）
Size：80×80mm

エコステッカーの配布

男性向けデザイン
（正方形角丸）
Size：75×75mm

対象とされる、
お客様によってデザインとシールの形を変更し、
バリエーション豊かなステッカーをデザインしました。

女性・子供向けデザイン
（正円）
Size：80×80mm

女性・子供向けデザイン
（正円）
Size：80×80mm

修正箇所
・飛行機のロゴを大きくして、飛行機も若干拡大
・文字の行間を出来るだけ詰める
・AIRDOさんのロゴ削除

女性・
子供向けデザイン
（正円）
：80×80mm
Token
of thanks
forSize
eco

Boarding Pass

修正箇所
・飛行機のロゴを大きくして、飛行機も若干拡大
・文字の行間を出来るだけ詰める
・AIRDOさんのロゴ削除

男性向けデザイン
（正方形角丸）
Size：75×75mm
実写デザイン
（楕円）Size：100×75mm
修正箇所

修正箇所
・ecoデザインから実写に変更
・写真を色補正

バイオマスを使用した包装袋

修正箇所
・右下の手荷物タグをチケットのイメージに変更
・飛行機のエンジンを2つに減らして少し大きめに
・Boarding Passを追加
・全体の色変更（K80%)

「お客様が選ぶ楽しみ」
というコンセプトも踏まえて、
全てのデザインを全く違うイメージに仕上げています。
修正箇所
・飛行機のロゴを大きくして、飛行機も若干拡大
・文字の行間を出来るだけ詰める
・AIRDOさんのロゴ削除

・右下の手荷物タグをチケットのイメージに変更
・飛行機のエンジンを2つに減らして少し大きめに
・Boarding Passを追加
・全体の色変更（K80%)

実写デザイン
（楕円）Size：100×75mm
修正箇所
・ecoデザインから実写に変更
・写真を色補正

Token of thanks for eco

男性向けデザイン
（正方形角丸）
Size：75×75mm
実写デザイン
（楕円）Size：100×75mm
修正箇所
・ecoデザインから実写に変更
・写真を色補正

AIRDOのエコ活動へのご理解、ご協力ありがとうございます。

修正箇所
・右下の手荷物タグをチケットのイメージに変更
・飛行機のエンジンを2つに減らして少し大きめに
・Boarding Passを追加
・全体の色変更（K80%)

Token of thanks for eco

Token of
thanks for eco

機内販売商品をご購入いただき、
包装袋を不要とされたお客様には
ノベルティとしてオリジナルス
Token of
テッカーをお渡しいたします
（1
thanks for eco
度の購入につき1枚）。ステッカー
は4種類からお選びいただけます
（なくなり次第終了）。

男性向けデザイン
（正方形角丸）
Size：75×75mm

対象とされる、
お客様によってデザインとシールの形を変更し、
バリエーション豊かなステッカーをデザインしました。

Token of thanks for eco
「お客様が選ぶ楽しみ」
というコンセプトも踏まえて、
全てのデザインを全く違うイメージに仕上げています。
修正箇所
・飛行機のロゴを大きくして、飛行機も若干拡大
・文字の行間を出来るだけ詰める
・AIRDOさんのロゴ削除

Boarding Pass

Token of
thanks for eco

Boarding Pass

▶AIRDO様用ノベルティステッカー4種

▶AIRDO様用ノベルティステッカー4種

※お休み中のお客様には声
をおかけしません。お目覚め

の際、お気軽にお申しつけく
ださい。※すべて紙コップで

点などございましたら、お気軽に客室乗務員までお知らせください。 ※イヤホンをご希望の
お客様は、
客室乗務員までお知らせください。
※お手持ちのイヤホンもご利用いただけます。
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COLD

［エンディング］

高山 厳（アップフロントワークス）

A

北海道风味咖啡
北海道風味咖啡
홋카이도 블렌드 커피

Mrs. GREEN APPLE

熊木杏里（キングレコード）

3

緑茶
Japanese Green Tea

（ユニバーサル ミュージック）

「・
・
・」
をタップ 2. 公式アカウントをタップ
1. LINEを起動し、
またはアカウントID
「@airdo」
を入力
3. ページ上部の名前またはID検索に「AIRDO」

1

オニオンスープ
Onion Soup

春愁

心凍らせて

以下の方法で友だち登録をしてください。

ブレンドコーヒー
Blend Coffee

〈珈房 サッポロ珈琲館〉
の
豊かな味わい。

B.B.クィーンズ（ビーイング）

始まりの場所

寿 美菜子（ミュージックレイン）

ります。

しょげないでよBaby
〜Royal Straight Version〜

（ユニバーサル ミュージック）

し、エアラインとして初めて、搭乗サー
供を開始（LINE 社調べ）。

Lavenderʼs Blue
Emii（Myuʼs）

［北海道発祥エトセトラ］

ご購入等に、これまでメールにて配信

＊ 2 4・5・6・7 の 機 能 は AIRDO

COLD

クールポリス）―学校内
警察・嶋田隆平―』
（関

［オープニング］

＊ 1 「LINE ビジネスコネクト」を活用

受け取りいただけるほか、2 次元バー

HOT

西テレビ系）に出演。

会員連携により、航空券のご予約・

コードの取得も簡単にできるようにな

HOT

属。
ドラマ『青の SP（ス

〜北の空より〜

リーガルリリー（Biotope records）

4 空席照会・予約 ＊2

「AIRDO」LINE公式アカウントでご利用いただけるサービスです。
AIRDO ONLINE Serviceは、

メールサービスへの登録も簡単です。

カントリーサイン
クイズの正解

3 北海道の旅情報〜旅のよりみち〜

「旅」「航空」「北海道」に関する情報

AIRDO ONLINE Serviceを利用するには？

入会してね

示され、航空券の予約・購入がスムー

27ページ

LINE で搭乗

My AIRDOに

ズ。 予 約 内 容も一 覧で確 認ができ、

A.

1

エアライン初！*1 予約・購入・座席

各種ソフトドリンクをご用意しております。

パーソナリティ：

音尾琢真
旭川市出身。
演劇ユニッ
ト〈TEAM NACS〉所

Scene from Hokkaido

AIRDO ONLINE Serviceでできること

My AIRDOに入会すると……

5ch

60 分

DRINK

修正箇所
・右下の手荷物タグをチケットのイメージに変更
・飛行機のエンジンを2つに減らして少し大きめに
・Boarding Passを追加
・全体の色変更（K80%)

Token of thanks for eco
Token of thanks for eco

Token of thanks for
eco
包装袋は、
植物由来の原料であるバイオマ
スを使用したエコ素材へリニューアルいた
しました。サトウキビ由来のバイオマス原
料を25%以上配合し、認証を得てバイオマ
スマークを取得したエコロジカルな袋です。
こちらを使用することで、石油資源の節約
と地球温暖化防止に貢献してまいります。

飛行機メインデザイン
（長方形角丸）
Size：90×55mm
修正箇所
・飛行機を少し大きめにして線をとり、
ボディの影を無しで
・背景を青空から朝焼けに変更
・文字の色を焦げ茶色に変更

飛行機メインデザイン
（長方形角丸）
Size：90×55mm
修正箇所
・飛行機を少し大きめにして線をとり、
ボディの影を無しで
・背景を青空から朝焼けに変更
・文字の色を焦げ茶色に変更

飛行機メインデザイン
（長方形角丸）
Size：90×55mm
修正箇所
・飛行機を少し大きめにして線をとり、
ボディの影を無しで
・背景を青空から朝焼けに変更
・文字の色を焦げ茶色に変更
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photo: Hiroki Inoue interview: Yushi Soda text: Ami Saruwatari

.4

教えて！

夢の掴み方を教えてもらいました。

l
Vo

夢の
叶え方。

子どもには大きな夢があります。
スポーツ選手だって、昔は子ども。

教えてくれた人： 成田郁久美さん
旭川市出身。小4からバレーボールを始め、
旭川
実業高校では総体準優勝。卒業後 NEC に入団。
日本代表としてアトランタ五輪、アテネ五輪に
出場。昨年、Vリーグ入りを目指す新チーム〈 ア
ルテミス北海道 〉の監督就任を発表した。45歳。

ス
アスア ラボととも
に！

Children’s Dreams

“バレーボール 選手になりたい”
2

回の五輪出場を果たし、全日本の

基礎をしっかり

きまで見ていると次の行動がわかります」。
観察力が安定した守備につながるそう。

エースとして活躍した成田郁久美

さん。173 センチとバレーボール選手に

「子どもの頃は基礎を身に付ける時期。と

しては小柄ですが、工夫を凝らしてアタッ

にかくボールにたくさん触れて、こういう

クを打ちました。
「身長の低い選手は、常

回転をかけたら面白いサーブやアタックが

に結果を出していないとメンバーから外さ

打てるなど、自分なりに感じてほしい。コ

れてしまう。誰よりも多く点が取れたら身

ロナ禍で練習の機会が減っているかもしれ

長は関係ない、そんな気持ちで挑んでいま

ませんが、ひとりでもボール遊びはできま

した」。守備にも定評があった成田さん。

す。私も寝ながらパス練習をしていました。

2 度目の五輪となるアテネでは、守備専門
であるリベロとして参加しました。
「守り
のポイントは、相手の動きを細かく観察す
ること。トスの位置、目線、手のひらの向

昨年12月12日に札幌・北ガスアリーナ
札幌46で開催された「成田郁久美のバ
レーボールラボ」。新型コロナウイルス
の影響でマスク着用など制限のある中、
54名の中学生が熱心に参加しました。

アドバイスを受け入れて

狭い空間でボールをコントロールする力は、
チームでも生きますよ」とアドバイス。バ
レーボールへの関心がより高まることを期
待していました。

アスアスラボとは
元コンサドーレ札幌の曽田雄志氏が
主宰する〈 A-bank北海道 〉と〈 麺や
虎鉄 〉土谷貴氏が展開する、
明日のア
スリート研究所（通称：アスアスラボ）。
さまざまな種目のトップアスリート
を講師に迎え、子どもの夢を応援し
ます。AIRDO は特別協賛をしてい
ます。www.athlete-manual.jp
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